は全ての力 士が︑九月 場 所に

を一気に上げることになる︒

向けての稽古に励んでおり︑さ ﹁応援していただいている皆様

通常の開催となった名古屋
場所︒暑い日が続く中︑二十六
らなる躍進が期待できる︒
序二段の上位まで番付を下げ

また先場所では三段目から
って緊張をせずに相撲を取る

全の体制ではなかったが︑かえ

決定戦の当日は体調を崩し万
雷童が︑先場所で五勝をあげ

で︑唯一の十両経験者である大

現 在の 髙 田 川 部 屋の 力 士

に感謝を申し上げたい︒優勝

名の力士のうち十六名が勝ち

それぞれの力士が力を付けて
ていた前乃 富士が︑見 事七戦
両から幕下に下がってはや五

て︑久々に幕下上位となる︒十

越しを遂 げて︑髙田川 部屋の

きたことをうかがわせた︒しか
を受け取って︑ようやく優勝を

表
※記の番付は正式発表前の予想

幕下大雷童
〃 竜電
達
〃
北皇
〃

三段目前乃富士
安芸乃川
〃

安芸乃山

〃 剛力山
〃 前郡山
〃 前神風
〃 大鷹山
鶴乃湖
〃

〃

須磨ノ海

暁
〃
〃 大乗
勝武士
〃

〃

序二段恵比寿丸

とが︑成績へと繋がっている︒
入門十五年目の大雷童の活躍
に期待したい︒

須磨ノ海が
三段目へ昇格
序二段東八枚目まで番付を
上げていた須 磨ノ海 が︑七月

ことが出来た︒表彰式で賞状

年︑このままでは終われない︒

無しの須磨ノ海︒この勢いに乗

今年に入ってから負け越し

目への道を切り開いた︒

その後四連勝をして見事三段

ところまで追い詰められたが︑

初日から三連敗とあとのない

た場所で緊張をしていたのか︑

昇格を決めた︒昇格を懸けた

場所を勝ち越して三段目へと

全勝で序二段優勝を成し遂げ

大雷童ただ一人が勝ち越しを
した実感が湧いてきた﹂と前乃
富士は語った︒

人一倍稽古を真面目に行うこ

た︒優勝するには︑実力もさる

大雷童が五勝
もうすぐ再十両

序二段の前乃富士が見事に優勝を勝ち取る

新生髙田川部屋初の優勝

発行者

し︑六名の幕下力士については

決めるのみで︑技量審査場所︑ ことながら運も味方に付けな
ければならない︒この優勝によ

木村和一郎がお届け致します

って活躍を続けて欲しい︒

〃 闘士
〃 仁王山
隼
〃
〃 前大将
〃 天海山
〃 大野城
〃 大由志
〃 白鷹山
前乃勝
番付外

○●●○○○○ を一生懸命にこなし︑
勝ち越せるようにがんばります︒

先場所５勝２敗 今場所五勝すれば再十両への道も見える︒やれること

●●●○○○● 際で腰を下ろすことを直して今場所に臨みたい︒

先場所３勝４敗 他の人には抜かれたくない︒精神的に弱いことと︑土俵

○○●○○○● が取りたい︒勝ち越しを目指したい︒

出せないのは自分自身に壁を

がいます︒稽 古の時の実 力 を

ている力を発揮できない力士

本場所になると自分の持っ

髙田川
親方の

先場所５勝２敗 初めての幕下なので︑今まで以上に思い切りのいい相撲

なんとしても勝ち越したい︒
○●●●○●● 落ちてしまうので︑

先場所２勝５敗 体調は良かったが︑結果には繋がらなかった︒三段目に

勝っていきたい︒
○○○○○○○ 取りながら︑

一番一番を大切に
先場所７勝０敗 今場所は三段目の上位まで戻るので︑

欲を言えば五勝はしたい︒
○●●○●○● んとしても勝ち越し︑

先場所３勝４敗 三段目に落ちてしまった︒今場所勝てば戻れるので︑な

●●○○●●○ また幕下に戻れるようにがんばりたい︒

いいな﹂と言われるような力士

峙して︑﹁髙田川部屋の力士は

です が︑正々堂々と相 手と対

勝負に勝つことはもちろん

もあります︒

て言葉では伝わらない部分で

くしかありません︒これは決し

られ ず︑自 分 自 身で越えてい

は他人に言われても乗り越え

先場所４勝３敗 腰の調子もだいぶ良くなってきているので︑稽古をして︑ 感じているからであり︑
この壁

先場所４勝３敗 先場所はラッキーな勝ち越しであった︒体調はいいので︑

五番︑六番勝つことを考えたい︒
●○○○●●○ まず四番勝ってから︑

●○○●○○○ きた︒幕下に上がれるようにがんばりたい︒

先場所５勝２敗 今場所は最高位︒ものすごく集中出来るようになって

先場所２勝５敗 先場所は自分の得意な取り方が出来なかった︒五番勝

なんとしても勝ちたい︒
○○●●●●● てば幕下に戻れる範囲なので︑

先場所５勝２敗 調子は良くなかったが︑先場所では集中することが出

このままの勢いでいきたい︒
●○●○○○○ 来た︒今は調子がいいので︑

道を追求しながら﹁勝てばいい

にならなくてはいけない︒相撲

先場所１勝６敗 先場所は怪我をしてしまって︑内容もひどかった︒今は

●●●●●○● 稽古もできる︒六番勝ってみんなを追い越していきたい︒

●○●●○○○ 管理して六勝を目指してがんばりたい︒

先場所４勝３敗 前半は悪かったが︑後半持ち直すことができた︒体調を

大 切です︒自 分も周りの人た

という汚い相撲を取らない﹂が

なって欲しいのです︒

る︑応 援 がしたくなる力 士に

ちも﹁本当の力士だな﹂と思え

この勢いを保ったまま
先場所４勝３敗 久しぶりに三段目で勝ち越せた︒

自身最高位を更新していきたい︒
●○○○○●● で︑

先場所４勝３敗 スタートは良かったが︑最後はとても悔しい負け方で自

○●○●●○● 分に腹が立った︒負けたくない︒勝ち越していきたい︒

今場所も勝ち越したい︒
●●●○○○○ なかった︒体調はいいので︑

先場所３勝４敗 三連敗からの四連勝で自分でも勝ち越せると思ってい

●○●●●○● 三段目に戻れるよう連勝していきたい︒

先場所２勝５敗 先場所は自分の力不足であった︒体調はいいので︑また

気を引き締めていきたい︒
○●○○○○● 段目に上がれるので︑

先場所５勝２敗 先場所は焦りすぎて負けてしまった︒勝ち越したら三

先場所４勝３敗 先場所勝てたことで気持ちが軽くなった︒体調は悪くな
少しずつ上位に戻れるようにしたい︒
●●○○●○○ いので︑

先場所４勝３敗 体調はとてもいい︒今場所は勝ち越せば三段目に上がれ
三段目を目指してがんばりたい︒
●◯◯●●◯◯ るので︑

勝ち越していきたい︒
●○○●○○○ 所までには体調を整えて︑

先場所５勝２敗 先場所はたまたま勝てた︒最近は体調が悪いが︑今場

勝ち越せるようにがんばりたい︒
○○○●●○● て力をつけて︑

先場所４勝３敗 二場所連続で勝ち越したことがないので︑今場所に向け

今場所も勝てるように稽古をしていきたい︒
○○◯●●◯◯ 取れている︒

先場所５勝２敗 先場所はだいぶ良かった︒練習でも思った通りの相撲が

○●●●●●○ た︒今場所は気を抜かずに絶対勝ち越したい︒

そこから気が抜けて負けが続いてしまっ
先場所２勝５敗 最初勝てたが︑

多くの髙田川部屋の力士た

体調は少しずつ良くなってきている︒まずは体調を万全
にして︑土俵に上がれるようにしたい︒

まずは四勝を目指して︑五番六番勝っていきたい︒
○○●◯◯●● いい︒

先場所４勝３敗 先場所は緊張した︒今場所は大きな怪我もなく体調も

先場所 休場

私も中学を卒業しすぐに行

司の世界へと入門しましたが︑ ちは︑中 学を卒 業してすぐに

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。

四人マス席ご案内

今年二月に実施された︑髙田川部屋の

行司

学校の先生方や家族︑友人か

相撲界へと入門してきます︒中

会員の特典●年六場所番付表及び、
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）

15日間

朝稽古ライブ配信は︑最大六百三十三名

在学中の校長先生から今も場

木村和一郎 の目

所毎に激励の手紙が届き︑そ

一般会員

公式ホームページ

会員の特典●年六場所番付表及び、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）
●その他特典あり

www.takadagawa.com

特別会員

於 両国国技館

の方々に視聴していただくことができま

序二段優勝した前乃富士の

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

大相撲九月場所

した︒大好評であったライブ配信を︑来

於 両国国技館

ホームページ

たる九月三日土曜日に実施いたします︒

平成24年 1月 8日より 15日間

チケット発売は平成23年12月10日（土）より

って三段目の上位にまで番 付

ら大丈夫だと思っていた︒幕下

代え難い力士たちの力の源で

らの激励や声援が何ものにも

於 福岡国際センター

チケット発売は平成23年10月8日（土）より

七月場所と続いた十両昇進へ

上位になるに従って相手の立
ち合いが強くなり︑バランスを
崩しやすかったが︑
この半年間
でそれも修正されてきた︒

に上がっても前に出て行くし

ることが︑何よりも私の励みで

あり︑厳しい相撲界で戦ってい

こまで気にかけていただいてい

く支えとなっているのです︒

あり︑家族は周りの人たち︑生

あり︑行司という仕事への責任

お父さんは現役の校長先生で

にも繋がります︒

平成23年 11月 13日より15日間

www.himawari-kikin.com

於 両国国技館

www.takadagawa.com

配信は朝九時から始める予定でおり

徒たちとどんなに喜 ばれたこ

四人マス席ご案内

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

ます︒土曜日の朝のひととき︑力士たち

とでしょうか︒

髙田川部屋にて（会費制）

平成23年9月11日より
久々の十両も見えてきた大雷童。真剣に
稽古に臨む。

喝！

平成23年 9月 11日より 15日間

チケット好評発売中

大相撲九月場所
大相撲十一月場所
大相撲一月場所

平成23年 9月 25日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

髙田川部屋後援会事務局

9月3日 朝稽古ライブ配信を実施 !

の稽古の様子をどうぞご覧ください︒

行事のご案内

2011年 8月29日
幕下昇進も決まり、よりいっそう
稽古にも気合いが入る。

www.takadagawa.com

http://www.takadagawa.com/live/

の好機を逃すこととなった︒今

達が幕下まで
スピード昇進
昨年の春に髙田川部屋に入
を上げて︑今場所は幕下の力

かない︒相手をなぎ倒す相撲

これな
門をした達が︑先場所で五勝 ﹁先場所は調子が良く︑
士たちに挑戦をしていくこと

た︒

を取りたい﹂と達は抱負を語っ

になった︒
元中学横綱という実績があ
るものの︑弱冠十七歳︒番付が

序二段での優勝を決めた前乃富士。髙田川部屋力士の優勝は、実に十
二年ぶり。今場所は幕下への期待もかかる。

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。

朝稽古ライブ配信アドレス

第85号（通巻）
2011年（平成2 3年） 8月2 9日（月曜日）

聞
新
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髙

