前乃富士︑百場所目に新幕下
大鷹山も再幕下で︑
幕下に七名がひしめき合う
目となった︒幕下でも勝てない
初の幕下での勝ち越しを狙い

目に落ちてしまった︒
今場所は︑ 課題は立合いの一歩目と︑踏み
れば︑十両昇進への期待も大き
くなる︒

幕下上位に三名
関取にあと一歩
ひと場所で十両へ昇進する
条件である﹁幕下十五枚目以

神風などの幕下 経 験 者︑そし

表
※記の番附は正式発表前の予想

〃

〃

〃

前乃富士

安芸乃山

大雷童

〃

〃

須磨ノ海

〃 大鷹山
三段目 太熊
暁
〃
〃 鶴乃湖
〃 大神風
〃 剛力山
北皇
〃

〃

〃 大野城
〃 大乗
勝武士
〃

●○○○●○●○

ると思っていた︒立合いが弱いのでそこを考え︑もっと

先場所８勝７敗 最後の最後でなんとか勝ち越しはしたが︑もっと勝て

●○●○●●○ 力をつけて下半身を強化していきたい︒

○○○○●●○ 今場所はひと味違う白鷹山を見せたい︒

ただ単に汗を流しただけで

あるためです︒

それは稽古のやり方に問題が

けることが多い︒なぜ弱いのか︑

とですが︑
ここ一番の取組で負

部屋の力士全体に言えるこ

髙田川
親方の

先場所５勝２敗 先場所は四連勝したあとに︑メンタル面の弱さが出た︒

●○○○○○○ ていきたい︒同年代も多いので︑負けたくない︒

先場所６勝１敗 二場所連続で初日に負けている︒今場所は初日を勝っ

○○○●○○○ 十五枚目以内に入るので︑上を目指して頑張りたい︒

先場所６勝１敗 先場所は調子がよく︑大勝ちすることができた︒幕下

先場所３勝４敗 頑張って何とかついていきたい︒暑いのは苦手だが︑わ

●●○○○●● りと勝てるので︑勝ち上がっていきたい︒

先場所４勝３敗 必死にやって勝ち越しているが︑このままだと幕下の

○○●●○○● 中で取り残されてしまう︒しっかりと勝っていきたい︒

一番一番を取っていきたい︒
●●○○○●○ 気を引き締めて慢心せず︑

いう相撲を取りたいのか﹂とい

やって相手を倒すのか﹂
︑﹁どう

力 士に な り たいのか﹂
︑﹁ど う

先場所４勝３敗 幕下に上がっても︑自分の相撲が取れるようにしたい︒ は︑
作業と一緒です︒﹁どういう

○○○○○○● ので︑初の勝ち越しを狙っていきたい︒

逃さずに掴んで欲しい︒

力士がいます︒このチャンスを

取を狙えるところに何人もの

今場所は︑
ワンチャンスで関

いきます︒

自然と弱いところも強くなって

す︒強いところを磨いていけば︑

て伸 ばしていくことが大切で

分の強い部分︑良い部分を磨い

があります︒相撲の稽古は︑自

う目標を︑しっかりと持つ必要

先場所６勝１敗 今場所は幕下に戻れる︒自分の相撲が取れれば勝てる

先場所５勝２敗 二場所連続で勝ち越しているが︑気負わずに︑怪我の

いつもの調子でいきたい︒
○●○○●○○ ないように︑

●○●○○○○ ように︑勝ち越しを目指していきたい︒

先場所５勝２敗 また幕下が狙える番附まで戻ってきた︒大負けしない

○●○○●○○ しい暑さの中で体調を整えて︑場所を迎えたい︒

先場所５勝２敗 六番勝ったことがないので︑もう一番勝ちたかった︒厳

●●○○○○○ ることなく︑頑張って上を目指したい︒

先場所５勝２敗 耐え忍ぶ精神と︑現状に満足しない精神をともに忘れ

先場所２勝５敗 先場所は負け越してしまったが︑今場所は地元でもあ

●○●●●○● り︑五勝以上を目指していきたい︒

●●○○○●○ 今場所も勝ち越して︑幕下に戻れるように頑張りたい︒

先場所４勝３敗 先場所は先に二連敗したが︑勝ち越すことができた︒

○○○●●●○ ずつ番附を上げていけるようにしたい︒

先場所４勝３敗 怪我はなく調子はいいので︑勝ち越しを続けて︑少し

●○○○○●● 今場所は大勝ちをし︑幕下を目指していきたい︒

先場所４勝３敗 勝ち越せたが︑大勝ちできなかったのが悔やまれる︒

○●●●●○○ を目指して︑五番は勝てるようにしたい︒

先場所３勝４敗 先場所はもう一歩およばなかった︒今場所は勝ち越し

●○○○○●● しまう︒少しずつコツコツと勝ち越しをしていきたい︒

先場所４勝３敗 六番勝ちたい気持ちはあるが︑大勝ちすると気負って

●○●●●○○ 越し︑五勝して三段目に戻りたい︒

先場所３勝４敗 もっと稽古をして体を作っていきたい︒今場所は勝ち

●○●○●●○ 撲で勝てたので︑今場所にもつなげていきたい︒

●●○●●○○ かった︒今場所は︑その反省を踏まえて頑張りたい︒

先場所３勝４敗 先場所は初日から負けてしまい︑自分の相撲が取れな

恵比寿丸
〃

湘南乃

大由志

先場所３勝４敗 先場所はもう一歩のところで負け越したが︑最後の相

〃

序二段

内﹂の 番 附 に︑白 鷹 山︑竜 電︑
安芸乃川の三名が名前を連ね
ることになった︒
すでに十両力士と同等の実
力を持つ力 士が多く︑稽 古 場
での輝の稽古相手としてほぼ

て新幕下を目指す暁が五勝の

安芸乃川

十両 輝
幕下白鷹山
竜電

ことはないので︑怪我に注意を

本場所を迎えることとなった︒

込みの強化︒このまま勝ち続け

活躍が期待される︒

意気込みを語った︒

これは相撲協会の歴史上︑最も

強烈な吊り出しを武器に白星

互角の戦いをしている︒全勝す
れば十両への道が開かれる︑三

先場所は初日から四連勝と

好成績を挙 げた︒関取挑戦第

先場所は︑太熊︑鶴乃湖︑大

人の活躍に期待がかかる︒

調子の良かった白鷹山︒優勝で

二波となるべき精鋭が︑力強い
相 撲 を取ることで︑部 屋 全体

たが︑そこから二連敗し︑上積

が上昇ムードになっている︒全

一気に十両に昇進かと思われ

白鷹山五勝
じわり前進

たい﹂と大鷹山は語った︒

ただけに︑今場所でのさらなる

名のうち十六名が勝ち越しを

日から六連勝で︑あと一歩で優
勝 というところまでいったほ

鷹山︑
太熊︑
大神風︑
暁︑
鶴乃湖︑

か︑竜電︑安 芸乃川 が六勝︑白

優勝決定の一番で惜しくも優

先 場 所は初日から六連 勝︑

平成十年九月場所に︑初土 大鷹山六勝で
俵に上がった前乃富士︒長いあ 再幕下に

櫻 が五勝と大 勝 ちをおさめ︑ いだ三段目で過ごしていたが︑
九十九場所目にあたる先場所
勝を逃した大 鷹山︒平 成二十

の千秋楽で︑苦手なあんこ型の

枚目から勝ち越しをおさめて︑ 力士を堂々寄り切って三勝三
三年の七月場所に幕下に昇進

新幕下となることが決まった︒

勝七敗ともつれた末に勝ち越
時間のかかった記録となる︒

十 両の輝は︑千 秋 楽まで七

しをおさめたが︑あと一番勝て

勝ち越すことができずに三段

﹁以前幕下に上がったときには︑

鷹山の成長が見られる︒

負けない立合いの入り方に︑大

を稼 ぎ︑苦手な押し相 撲にも

場所目での幕下昇進となった︒ して以 来︑久しぶりに幕 下で

敗からの勝ち越し︒入門から百

そして前乃富士が三段目西三

多くの力士が躍進した︒

取っていきたい﹂と前乃富士は

所は︑髙田川部屋の力士二十三

両国国技館で行われた先場

愛知県名古屋市港区東茶屋1-556

して︑気 を引き締めて相 撲 を

髙田川部屋

決めた︒なかでも︑大鷹山は初 前乃富士
新幕下に昇進

七月場所 名古屋道場

みの一勝で終えた︒背中を丸め

○○●○○○● きた︒暑さに負けないよう体調に気をつけていきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は落ちかけて危なかったが︑勝ち越すことがで

www.tanakayoshiko.com/kikin/

式守勘太夫がお届け致します

て﹁前みつ﹂を狙う相撲を身に

〃

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

四人マス席ご案内

ての力士が番附を上げるよう

●●○○●○● 三番勝って︑勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所３勝４敗 先場所は緊張の取れない場所だった︒今場所はまずは

活動をしております。

15日間

ひとたまりもなく土俵を割る︒ 期待したい︒

櫻
前大将

前乃富士が百場所目という

〃

スロー記録で幕下昇進を決め

東京都中央区銀座 7-10-5 デュープレックス銀座 7/10 4F

モニュメントを 無償で差し上げる

ギンザベルエトワール

www.takadagawa.com

於 愛知県体育館

中学生向け夏休み体験入門

精進するという戒めもあると

た︒それだけ自分を追い込んで

く成田後援会があり︑過去三

た︒部屋の組織には二十五年続

行司

思うが︑周りのみんなは実現を

人の有望な力士を輩出してき

式守勘太夫 の目

期待している︒そのためには内

た︒今は前乃富士が︑その期待

使っていただける、

平成27年7月12日より

髙田川部屋では︑新弟子希望の中学生を対象とし

容の濃い稽 古と︑流れを見る

た方のご遺族に写真立てとしても

GINZA

東日本大震災で被災され亡くなられ

大相撲七月場所

た夏休み体験入門を実施します︒
輝 は ︑昨 年 十一月 場 所 の

学習で︑今ある課題を短期間

に応えようと頑張っている︒そ

会員の特典●年六場所番附表及び、
髙田川部屋新聞の送付●大相撲カレンダーの送付●記念品の進呈●場所前の
●その他特典あり
激励会にご案内●千秋楽祝賀会にご案内●稽古見学
（事前にご連絡ください）

ホームページ

力士を目指す一方で︑学業も気になると思います︒

新 十 両 紹 介 イン タ
ビューのときに﹁ 横 綱 を目 指

の挑戦には頭が下がる思いだ︒

一般会員

www.takadagawa.com

高校に進学しながら相撲の稽古もしている力士が十

しい︒

で修正し︑目標へと邁進してほ

会員の特典●年六場所番附表及び、髙田川部屋新聞の送付●大相撲カレンダーの送付●記念品の進呈●場所前の
激励会にご案内●千秋楽祝賀会にご案内●稽古見学（事前にご連絡ください）
●その他、特別会員向け特典あり

www.himawari-kikin.com

田中好子
いつもいっしょだよ 基金

喝！

特別会員

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

数名在籍し︑文武両道を目指す我が部屋を体験して

標には﹁年内三役昇進﹂を掲げ

す﹂と力強く宣言し︑念頭の目

髙田川部屋 後援会のご案内

BELLE ETOILE

田中好子 “ いつもいっしょだよ ”

公式ホームページ

会場は髙田川部屋 名古屋道場 にて（会費制）

発行者

つけ︑重たい突き押しに相手は
再幕下で、初めての勝ち越しを目指す大鷹山。

平成27年 7月 26日（日）午後6時開場

髙田川部屋千秋楽祝賀会

髙田川部屋後援会事務局

みませんか︒詳しくは電話にてお問い合わせ下さい︒

行事のご案内

2015年 6月29日

れば幕内昇進の可能性もあっ ﹁石橋を叩いていたら︑百場所

入門から九十九場所目に幕下昇進を決めた前乃富士︒
幕下での活躍も期待される︒
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