四人マス席ご案内

十両︑再十両昇進者が出たが︑ 下へと集まってきている︒
久しぶりに五勝を挙げた前

こを振る舞った︒
前神風自身も阪神淡路大震

表
※記の番付は正式発表前の予想

〃

〃

〃

安芸乃山

〃 前郡山
〃 前神風
〃 勝武士
〃 鶴乃湖
暁
〃
大乗

〃

三段目

〃 剛力山
達

安芸乃川

幕下 竜電
〃 大雷童
〃 北皇
大鷹山

川部屋を代表して相撲協会の

髙田川部屋では竜電︑大雷童
神風︒これまでは相手の力をも

田川部屋の力士が大挙して幕

技量審査場所という位置づけ
が四勝三敗と健闘したものの︑ す力士がいつ現れてもおかし

被災地巡回慰問に参加し︑合

だったが︑相撲を取る力士たち
くない︒稽古をし︑自分を研鑽

を冷静に分析して︑瞬時に相
手の弱点を突いていく小兵力
士の鉄則相撲を取るようにな

番付外

〃 闘士
〃 仁王山
隼
〃
〃 松ヶ浜
〃 大由志
〃 前大将
〃 天海山
序ノ口大野城
〃 白鷹山
前乃勝

〃

が︑
﹁力士を見て喜んでくれる
〃 恵比寿丸
人たちを見て︑相 撲 が持つ底
力を改めて実感した︒自分も 序二段前乃富士
人が見て喜んでもらえる力士
須磨ノ海
語った︒

になりたい﹂と気持ちを新たに

ネットを通じた動画配信という形で︑序ノ口か

テレビでの放送が行われなかったが︑インター

技量審査場所では地上波︑衛星放送などの

インターネットで全取組を配信

また前神風は六月に︑髙田

ってきた︒

わせて一万人近い方々にちゃん

にとってみれば︑普段の本場所
十両昇進は次場所以降への持

雷童︑北皇︑安芸乃川の四人に

この中から十両昇進を果た

と何ら変わりのないものであっ

加え︑新幕下の大鷹山と︑再幕

五勝の大鷹山
幕下昇進決める

技量審査場所では相手の相撲

ろに受ける相撲が多かったが︑ 災 を 経 験 した 被 災 者で ある

士のうち︑過半 数を越える十
下の剛力山が加わり︑合計六

んだ髙田川部屋二十五名の力

ができた︒
名が十両昇進への挑戦をする
初場所で六勝と︑三段目優

ことになる︒

力士が引退したこともあり︑技
また三段目にも︑安芸乃山︑ 勝まであと一歩の成績を残した
大鷹山が︑技量審査場所でも

は抱負を語った︒

んで勝っていきたい﹂と大鷹山

今場所は自分の体勢に持ち込

分の相撲を取ることができた︒

ったが︑最後の五勝目だけは自

って︑前に出る相撲ができなか

﹁初めの四勝はうっちゃりで勝

へと吊り出した︒

吊り上げて渾身の力で土俵外

組では︑土俵中央から相手を

確実のものとした︒五勝目の取

五勝を上げて幕下への昇進を

達が︑もう少しで幕下への昇進

量 審 査 場 所で 勝 ち 越 すこと

また幕下以上で三十数名の

五名が勝ち越しを上げること

今場所では︑幕下に竜電︑大

して本場所へと臨んで欲しい︒

場所後に他部屋では多くの新

髙田川部屋

ち越しとなった︒

五月に開催された先場所は

木村和一郎がお届け致します

た︒そして︑技量審査場所に挑

健闘した前神風
被災地慰問へ

幕下六名が十両を目指して本場所へと挑む

本場所いよいよ通常開催

15日間

ができた︒今までであれば会場でしか見ること

○●●○●○○ 流れで五勝︑
幕下五枚目以内を目指していきたい︒

このままいい
先場所４勝３敗 少しずつ最高位近くまで戻してきたので︑

●○○●○○● 勝を目指してがんばりたい︒

先場所４勝３敗 先場所は五勝したかったが詰めが甘かった︒今場所も五

今年の残り全部を勝ち越せるようにしたい︒
●○○○●●● て︑

気持ちはゼロです︒私の指導法

りますが︑残って欲しいという

退しました︒寂しい気持ちはあ

このたび︑何名かの力士が引

髙田川
親方の

先場所３勝４敗 二場所連続で負け越しているので︑今場所を勝ち越し

勝ち越せるようにがんばりたい︒
○●●○○○○ 取って︑

先場所５勝２敗 今場所から幕下になることが確定した︒自分の相撲を

先場所３勝４敗 緊張はしていなかったが負け越してしまった︒幕下に残

今場所を勝ち越すしかない︒
○●●○●●○ るには︑

先場所４勝３敗 久しぶりの場所で勝ち越せてホッとした部分もある︒

○●○○●●○ 次は地元なのでいい成績を残せるようにしたい︒

ません︒よそ見をしているよう

についてこられない人間はいり

先場所４勝３敗 最後に土俵際でびびってしまうことがあり︑突ききれな

○○●●●○○ かった︒突き押しで攻めてガンガン前に出ていきたい︒

ません︒闘志なき者には去って

では︑高みを目指すことは出来

五番勝てば幕下に上
先場所２勝５敗 先場所は負け越してしまったが︑

チャンスを活かしていきたい︒
●○●●●○● がれる位置なので︑

とりあえず四番を勝っていきたい︒
●○●○●●○ て︑

だいぶ立合いにも慣れてきた︒体調はいいので︑本場所
で勝ち越せるようにしたい︒

残すことは出来ないのです︒

貪 欲にならなけれ ば︑結 果を

分を追い込んで︑勝負にもっと

もっとプロ意識を持って︑自

るくということ︒

出る力士が勝ち上がっていけ

うことよりも︑より気迫が表に

で確信したのは︑強い弱いとい

を見る立場となりました︒そこ

土俵の下から力士たちの相撲

場所から︑私は審判部となって

また先般行われた技量審査

もらいたい︒

先場所３勝４敗 名古屋場所は例年暑いので︑暑さに負けないようにし

○●●○○○○ ような力士になりたいと感じた︒

先場所５勝２敗 被災地慰問に参加し︑自分も人が見て喜んでもらえる

二連敗して吹っ切れてからの五連勝︒三段目
先場所５勝２敗 先場所は︑

●●○○○○○ で初めて勝ち越せた︒負けたくない︒勝ちたい︒

さらに上を目指してがんばりたい︒
○●○●●●○ 位︑

ここで奮起して最高
先場所３勝４敗 少しずつ上の番付が見えてきた︒

勝ち越せるようにがんばりたい︒
●○●○○●○ 相撲を取って︑

先場所４勝３敗 今は体調も良く︑今場所は最高位だと思うので︑若い

○○●●○○● に戻ったので最高位を更新できるようにしたい︒

先場所４勝３敗 少しずつ勝ち越しながら上に上がっていきたい︒三段目

●●○○○●○ 目に定着できるように勝ち越していきたい︒

先場所４勝３敗 少し危なかったが勝ち越すことができた︒今場所は三段

●○●●●○○ ち越しが絶対条件︒本場所までには調子を整えたい︒

とりあえず勝
先場所３勝４敗 今年に入ってから勝ち越せていないので︑

何が何でも勝ちたい︒このまま本場所を迎えたい︒
○●○●●○○ ので︑

先場所４勝３敗 ここのところ調子がいい︒今場所を勝ち越せば三段目な

○●○●●○● の気持ちを克服して勝ち越しを決めたい︒

先場所３勝４敗 勝ち越しのかかった大事な相撲で弱さが出てしまう︒そ

先場所５勝２敗 久々に勝ち越して自信に繋がった︒体調もいいので稽古
今場所も勝ち越せるようにしたい︒
●○○○○○● をして︑

先場所５勝２敗 体調はとてもいい︒力も入るので︑準備万端で本場所を
●●◯◯◯◯◯ 迎えたい︒勝ち越していきたい︒

●●○○○○● いきたい︒体調を整えながら本場所にのぞみたい︒

先場所４勝３敗 一歩一歩確実に上がっていけるように︑まずは四勝して

○○●○○●○ ままの勢いで跳ね返されないようにがんばりたい︒

この
先場所５勝２敗 大阪場所がなかった分も結果を残すことができた︒

本場所にのぞみたい︒
●○◯●◯●● 善しながら︑

先場所３勝４敗 自分よりも上の人には負けたくない︒自分の相撲を改

先場所二番出世

まだ慣れてきていないが︑本場所では五勝することを目
標にしてがんばっていきたい︒

○○◯●●●● らずに勝ち越していきたい︒

先場所３勝４敗 先場所はあと一勝が遠かった︒今場所は三連勝で止ま

先場所二番出世

休休休休休休休 調を整えて前相撲に挑めるようにがんばります︒

先場所０勝０敗 今は病後の準備期間で月一回病院に行っています︒体

今場所は編成規定により番付

場しながらも︑これを克服し︑

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

平成２１年秋より力士たちは新しい髙田川部屋で稽古を積み重ねております。
これもひとえに皆々様方のご支援・ご
厚情の賜物と感謝しております。
改めて御礼申し上げます。
この度、
新生・髙田川部屋の後援会を発足させていただ
くことになりましたので、
ご案内させていただきます。
皆々様、
広く会員のご紹介を賜りますよう、
お願い申し上げます。

於 愛知県体育館

らのすべての取組をネット越しに観戦すること

業をいたしました︒一連の不祥

し︑また行司木村勝之助も廃

会員の特典●年六場所番付表及び、
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）
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の出来ない序ノ口や序二段の力士の取組も観

行司
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特別会員

大相撲七月場所

ることができ︑また多くの相撲ファンだけでな

外に降格︑
一からのスタートと

木村和一郎 の目

なります︒二月末から三月にか

於 福岡国際センター

ホームページ

く︑普段相撲に興味のない人たちの関心を得る

安を与える一因となっているか

事や大地震が︑力士たちに不

ち勝ったのも︑日頃の稽古で培

けて壮絶な病気との闘いに打

春から二人の新弟子が入門

相撲道に邁進できる日々が来

も知れません︒皆 が安心して

平成23年 11月 13日より15日間

チケット発売は平成23年10月8日（土）より

www.takadagawa.com

七月場所のインターネット配信については︑

し︑力士三十名︑総勢三十六名

於 両国国技館

チケット発売は平成23年8月6日（土）より

発行者

ことができた︒

の大所帯となった髙田川部屋

思います︒

った精神力の賜物であろうと

平成23年 9月 11日より 15日間

www.himawari-kikin.com

於 愛知県体育館

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

開催前までに日本相撲協会の公式サイトで発

前乃勝は先場所を病気で休

ることを祈っています︒

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成23年 7月 10日より 15日間

チケット好評発売中

大相撲七月場所
大相撲九月場所
大相撲十一月場所

髙田川部屋後援会事務局
表されることになっている︒

竜 が 一身 上の 都 合 で 引 退 を

ですが︑大昇鬼︑雷虎︑安芸乃

四人マス席ご案内

愛知県名古屋市港区東茶屋1-556

http://www.sumo.or.jp/

髙田川部屋名古屋道場にて（会費制）

七月場所 名古屋道場

日本相撲協会公式サイト

平成23年 7月 24日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

2011年 6月27日

を上げるチャンスでもあった︒ を狙える番付につけており︑髙
先場所で五勝し、幕下昇進を確実とした大鷹山。
自分の相撲に磨きをかけて本場所へと挑む。

は︑それだけで飛躍 的に番 付

十両昇進への期待がかかる竜電と大雷童︒熱気に包まれる
夏場の稽古場でも︑力士たちの稽古は続く︒
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