が飛んだ︒幕下︑三段目の上位

とこ な し てい た︒

古のノルマを淡々

式守勘太夫がお届け致します

竜電が
年間最多勝

たい﹂と竜電は抱負を語った︒

輝

表
※記の番附は正式発表前の予想

幕内

〃
〃

〃

〃

安芸乃川

須磨ノ海

三段目大神風
〃 大乗
鶴乃湖

安芸乃山

〃 竜電
大雷童

〃

幕下白鷹山

附を上げた︒しかし五月 場 所

も狙える幕下十四枚目まで番

ができず︑幕下の中位へと番附

では幕下上位で勝ち越すこと

を行き来する年でもあったが︑

を下 げた︒幕下の上位と中 位

は竜電︵二十六勝︶
︑次点は一勝

だ︒

ことで︑来年への望みをつない

先場所を幕下上位で勝ち越す

平成二十六年の九月場所に

勝︶が獲得した︒

の差で同 期の鶴乃 湖︵二十五

平成二十七年の年間最多勝

www.takadagawa.com

本格的に復帰をし︑序ノ口︑序 ﹁今場所は幕下の一桁台に上が
今年の三月場所には十両復帰

●○●●●○○○

ことができた︒今場所から幕内に上がるので︑初心に

先場所８勝７敗 先場所は一勝四敗となり︑そこからなんとか取り戻す

●○○●○●○ 返って︑自分の相撲を取って大勝ちしたい︒

●○●○○●○ 自分の相撲に真摯に向き合っていきたい︒

先場所４勝３敗 前に出る相撲で︑相手に圧力をかけることができた︒

それにひきかえ他の力士た

いたいのです︒

相撲で良い結果を残してもら

に命がけで勝負に挑んで︑良い

く一人 前です︒今 場 所はまさ

力士は︑幕内に上がってようや

当の相撲人生が始まるのです︒

る訳ではありません︒今から本

ひとつ満足に相撲が取れてい

たします︒しかし︑まだまだ何

で︑今 場 所は晴れて新 入 幕い

輝は先場所勝ち越したこと

髙田川
親方の

先場所５勝２敗 今場所も優勝をすれば十両に上がれる位置なので︑優
●○○○○○● 勝して上がれるようにしたい︒

先場所４勝３敗 怪我から復帰して︑幕下上位で初めて勝ち越せた︒受

○●○●●○○ けるよりも前に出る︑素早い相撲を取りたい︒

先場所４勝３敗 続けて勝ち越すことができていない︒地道にそして連

●○●○○○● 続で勝ち越しをして︑もう一度︑上を目指したい︒

先場所３勝４敗 負けたらどうしようというオドオドとした相撲が多

○●●○●○● い︒今場所は︑思い切って相撲を取っていきたい︒

先場所４勝３敗 偉大な先人たちが残した相撲の奥義を︑研究していき
○○●●○○● たい︒日々研鑽していきたい︒

先場所６勝１敗 先場所は地元開催で初めて六番勝つことができた︒勝

○○○○●○○ ち越せば幕下なので︑上がれるように頑張りたい︒

先場所４勝３敗 新年も張り切って相撲を取っていきたい︒ムキになった

が︑もっと頑張るべきです︒もっ

ち︑輝の先 輩 も後 輩 もいます

○●○○○○○ 今場所は自身最高位となるので勝ち越していきたい︒

相撲を磨いて欲しい︒

そして本場所で勝てるように

い越せという気持ちで稽古し︑

頑張りなさい︒早く追いつけ追

を噛み締めながら︑命 がけで

と自 分で恥 ずかしさ︑悔しさ

○○○○●●● ら負け︒心に余裕を持って本場所に臨みたい︒

先場所４勝３敗 先場所はなんとか勝ち越すことができた︒始めが肝心

新年もこの勢いで勝ち越して︑
地元に戻りたい︒
○○○●●●○ なので︑

●●●○●○● ぐに幕下に戻れるように頑張りたい︒

先場所２勝５敗 先場所は自分の実力を実感した︒今場所は勝って︑す

●●○○○●● ち越して︑良い年のスタートにしたい︒

先場所３勝４敗 少しずつ番附を下げているが︑新年最初の本場所を勝

○○○○●○● た︒今場所も勝ち越していきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は大勝ちして︑九月場所で負けた分を取り戻し

○●○○○●○ 相撲を取っていきたい︒本場所に向けて頑張りたい︒

先場所５勝２敗 あんまり調子に乗らずに︑常に平常心でいつも通りの

先場所２勝５敗 今場所負け越すと序二段に落ちてしまう︒もう負け越

●○●●○○● 場所は気持ちを切り替えて︑大勝ちしたい︒

先場所３勝４敗 先場所は三勝三敗から負けてしまった︒新年始めの本

前乃富士

先場所６勝１敗 番附が下がっていたこともあって︑勝つことができた︒

これを機にどんどんと番附を上げてきたい︒
○○●○○●○ ので︑

www.tanakayoshiko.com/kikin/

四人マス席ご案内

二段︑三段目と優勝を収めて︑ るので︑気を引き締めて頑張り

〃 大野城
〃 剛力山
〃 太熊
〃 勝武士
暁
〃

恵比寿丸

先場所５勝２敗 先場所は勝ち越すことができて良かった︒体調は良い

〃

〃

湘南乃

●●●○●●○ したくない︒最低でも勝ち越したい︒

〃

一年初めの今場所も勝ち越していきたい︒
●○●○○●○ た︒

先場所４勝３敗 一年納めとなる先場所を勝ち越すことができてよかっ

○○●●●○● 今場所はもう一度三段目を目指していきたい︒

先場所３勝４敗 先場所は負けが先行した︒三勝三敗になると勝てない︒

●○○●○○○ したい︒新年なので気持ちを新たに頑張りたい︒

先場所５勝２敗 先場所は勝ち越すことができたので︑今場所も勝ち越

国技と言われる相撲には形

〃

を重んじ神様が降りてこられ

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

15日間

初場所の千秋楽となる平成二十八年一月二十

祭が行われ︑その後に強風が

活動をしております。

於 両国国技館

四日に︑ホテルニューオータニにて輝の幕内昇進

続き輝関の幟を室内にしまっ

るのだなと︑改めて行司の使命

行司

た︒前半戦苦戦をした輝関を

を学んだ︒

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

平成28年1月10日より

披露宴と千秋楽祝賀会を執り行うことが決ま
りました︒

見て︑オイスカの廣瀬所長は私

勝 て ば 新 入 幕 も 見 込 める 取

式守勘太夫 の目
新生髙田川部屋から念願の

上げては？﹂と言われハッと思

に﹁景気づけに輝関のノボリを

組︑輝関は見事に制して重責

使っていただける、

大相撲一月場所

全国の有志の方々にお声がけさせていただく

幕内力士が誕生する︒九州場

から解き放たれた︒

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

ホームページ

予定でございます︒よろしくお願いいたします︒

所の初日前日には九州道場と

の快進撃が始まった︒

い︑幟を立て直した途端に輝関

七勝七敗で迎えた千秋楽︑

所に千人もの人が集まる収穫

なっているオイスカ西日本研修

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）

www.takadagawa.com

日時 平成二十八年一月二十四日
会場 ホテルニューオータニ
︵東京都千代田区紀尾井町︶

一般会員

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

輝がついに新入幕

福岡県の福岡国際センター
で︑あと一番の上積みができな

客様の接客にも真摯に対応し

また︑場 所 中 激 励に訪れるお

したい︒

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

発行者

年間最多勝は竜電が獲得︑
次点は鶴乃湖

で行われた先 場 所は︑髙田川
進につながらないからだ︒

い力士が多く︑次の番附での躍

ていた︒七勝七敗で迎えた千秋

力士の二十一名のうち十五名

勝ち越してからのあと一勝

が勝ち越しを決めるという好
成 績で︑平 成二十 七年 最 後の

新入 幕を果たした︒幕 内は勝

髙田川親方から与えられた稽

髙田川部屋 後援会のご案内

髙田川部屋後援会事務局

序二段大由志
千秋楽に輝昇進披露宴
〃 前大将
櫻

幕下上位の白鷹山︑竜電も勝

ち星が重なると︑三役︑横綱と

そして初場所の番附発表で︑

容で制した︒

あったが︑ゆとりのある相撲内

場所を締めくくった︒中でも︑ にこだわった相撲に期待したい︒ 楽 は︑昇 進 がかかった 相 撲で
大乗︑恵比寿丸は六勝︑安芸乃

川︑太 熊︑勝 武 士︑湘 南 乃海︑輝が勝ち越し
幕内へ昇進
ち越し︑安 芸乃川とともに十 ﹁十両優勝で幕内昇進﹂と挑ん

本割を組まれる可能性もある︒

櫻 が五勝と大 勝 ちを収めた︒

だ輝︒序 盤は一勝四敗と不 安

て︑本場所に臨みたい﹂と輝は

両昇 進を望める番 附で︑来 年

かかってくる中︑輝は決められ

な出だしとなった︒重圧がのし ﹁初心に戻り︑体調を万全にし

三分の二以上の力士たちが

の初場所を迎えることになる︒

千秋楽には髙田川親方から激

会場はホテルニューオータニにて（会費制）

BELLE ETOILE

田中好子 “ いつもいっしょだよ ”

公式ホームページ

平成28年 1月 24日（日）午後6時開場

髙田川部屋千秋楽祝賀会

2015年 12月24日

幕下力士を相手に激しい稽古を続ける輝。
本場所へ向けて気合いがみなぎる。

勝ち越しを決めていたものの︑ た生活のリズムを崩すこなく︑ 語った︒さらなる躍進に期待を

行事のご案内

髙田川部屋ホームページでは
場所期間中、全力士の星取表と
ブログを毎日更新いたします。

稽古場でも調子を上げてきている竜電。
十両に復帰する日も近い。

第111号（通巻）
2015年（平成27年） 12月24日（木曜日）
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髙

