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一年の締め括り九州場所

15日間

月場所では︑二十六名の力士の

両国国技館で開催された九

たちの勢いが増している︒

古が結実︒高田川部屋の力士

士が増えてきており︑厳しい稽

一歩で幕下に昇進の出来る力

部屋で連日関取の立ち合い練

の付き人として︑出番前の支度

先場所︑竜電は稀勢の里関
信へと繋がった﹂と竜電は力強

が自 分の力や成績︑そして自

どを間 近に見て勉 強し︑それ

り︑もう一踏ん張りで十両に復
稀勢の里関の迫力を体で感じ

習に胸を出した︒大関を狙う

い限りは十両昇格はありえな

く語った︒現時点では全勝しな

十一月場所 福岡道場

髙田川部屋

していった︒

が︑
いつもと同じように本場所

う 感じ︒下には落ちたくない

﹁幕下へは︑やっときたなとい

いていた前郡山が︑二場所連続

闘士五勝で
三段目へと昇進

負を語った︒

へ臨みたい﹂とやや控えめに抱

高校卒業後︑旋盤工として

下への昇進を果たした︒
働いたのちに二十歳での入門
山︒もろ差しからの寄りに猛烈

をした異色の経歴を持つ前郡

小兵力士の闘士が︑度重な

表
※記の番付は正式発表前の予想

前神風
鶴乃湖

前乃富士
〃

安芸乃山

〃

暁
〃
〃 大乗
〃 勝武士
〃 闘士
仁王山

〃

〃

〃

三段目安芸乃川

る脱 臼に悩まされながらも︑

〃 前大将
隼
〃
〃 天海山
〃 大野城
〃 白鷹山
〃 大由志
前乃勝

〃

先に昇進した同期の三名に追 序二段恵比寿丸
いつくよう稽古を積み︑二場所
須磨ノ海
連続で五勝して三段目に昇進

することになった︒どうしたら
小さい体で良い相撲が取れる
のかを考えて︑答えを出すまで
に時間がかかったが︑ここでさ
らに一歩前進となった︒
﹁三段目に上がれてうれしい
が︑これに満足せず︑より上を
目指してがんばりたい﹂と闘士
は力強く答えた︒

地元で躍進 福岡出身力士

ながぶり寄りが加わり︑流れ

〃

幕下大雷童
〃 竜電
達
〃
〃 剛力山
〃 北皇
〃 大鷹山
前郡山

福岡県筑紫郡那珂川町山田1110-2

るような美しい相撲へと変化

木村和一郎がお届け致します

の勝ち越しを遂 げて︑見事幕

三段目上位での足踏みが続

前郡山勝ち越し
晴れて幕下昇進

幕下に七人が集中し熱い思いが土俵に溢れる

名が負け越し︑
二名が休場とい

うち︑十一名が勝ち越し︑十三

う結果であった︒
やや成績は物足りないもの 付き人も経験
竜電五勝

が三段目での勝ち越しを遂げ

であったが︑幕下経験者の多く
十両昇格が周囲に期待され
の上ない経験となったはずだ︒

たため︑幕下に七名の力 士が
竜電︒先場所は五勝を遂げ十

ながらも︑足踏みの続いていた
﹁ 稀 勢の里関の練習の仕方な

名前を連ねる形となった︒特に

竜電と達は︑幕下での勝ち越
両を狙える位置に近づいた︒

大雷童は負け越したが︑ま

待される︒

だ幕下上位を狙える位置であ
帰できるはずだ︒
ち進んでほしい︒

いが︑少しでも上を目指して勝

電話 090-7038-6108

番付外

●●○○○●● 張りたい︒少なくとも勝ち越せるようにしたい︒

いつも以上に頑
先場所３勝４敗 今場所は地元なので︑体に鞭を打って︑

○○●○●○○ を目指したい︒土俵で硬くならないようにしたい︒

それ
先場所５勝２敗 今の番付だと全勝しないと十両には上がれないが︑

本場所を迎えたい︒
●○○○○●● たい︒全体的に力を付けて︑

られていることが本場所で自

てきていますが︑精神面が鍛え

弟子の多くは体も大きくなっ

稽古をしなければいけません︒

人の心を鷲掴みにするような

鬼 気 迫る緊 張 感︑見ている

出ていかなければいけません︒

分の体をいじめて︑前へ前へと

になりません︒
自 分 自 身で自

幕下に上がらないことには話

がっていきます︒
しかし︑
まずは

取 が 出てきた ら︑バババと 上

そろそろ一人 でも二人でも関

が上がってきているので︑もう

今場所は幕下に多くの力士

髙田川
親方の

先場所４勝３敗 押し切れない相手もいるので︑がぶって押せるようにし

○○○●○○● 目に落ちないように勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所５勝２敗 三段目から幕下に一場所で戻ることが出来た︒また三段

なんとしても勝ち越したい︒
○○●●●○● ちてしまうので︑

ここで負けると三段目に落
先場所３勝４敗 今年一年は本当に悪かった︒

●○○○○○● でも勝ち越してまずは幕下に定着したい︒

先場所５勝２敗 また幕下に戻ることが出来る︒地元の開催なので︑最低

先場所４勝３敗 体調はまずまずなので︑今までの場所と同じように相

とりあえず勝ち越したい︒
●●○○○○● 撲を取り︑

五勝︑六勝していきたい︒幕下に上がっ
先場所３勝４敗 まずは四勝して︑

●●●○●○○ たみんなについて行けるようにしたい︒

先場所３勝４敗 先場所は負け越したが︑内容は悪くなかった︒体重も今

○●○●●●○ までで一番重くなっている︒勝ち越しを目指したい︒

先場所２勝５敗 今まで九州場所で勝ち越したことがないので︑今年こそ

万全の体制で本場所を迎えたい︒
●●●○●○● は勝ち越したい︒

●○●○●●● メンタル面は充実している︒気持ちは負けていない︒

万全の状態で迎えたい︒
先場所２勝５敗 本場所に向けて体調を整えて︑

大勝ちではないにしても︑勝ち越したい︒
●●●○●○○ も良く︑

先場所３勝４敗 先場所は何か分からないけれど負けてしまった︒体調

○●○●●●● 体調管理をしっかりして本場所に臨みたい︒

いきます︒精 神を鍛える方 法

先場所２勝５敗 先場所は負け越してしまったが︑気持ちを切り替えて︑ 分の力が出せることに繋がって

先場所休場した分を︑今場所にぶつけたい︒一からやり
直し︒体調は良くなったので︑勝ち越していきたい︒

してほしいのです︒

に︑本場所を迎えられるように

ます︒そういう 努 力も怠らず

先場所３勝４敗 自分の地元なので︑地元のモノを食べて体力を付けて︑ は各自があみ出す必要があり

五勝︑六勝していきたい︒
●○●●○●○ 勝ち越していきたい︒

ただ勝つ︒結果は土俵の上で出
先場所２勝５敗 勝つ︒四の五の言わずに︑
ただ精進するのみ︒
●●●○●○● していく︒

本場所までに整えたい︒
○●○○○○● に少し不安があるので︑

五勝︑六勝していきたい︒体調
先場所５勝２敗 まずは勝ち越しをして︑

●○●●○○○ 目で戻れるのがうれしい︒最低限勝ち越したい︒

先場所４勝３敗 三場所連続で勝ち越したのは六︑七年ぶり︒地元に三段

まずは四勝していきたい︒
○○●●●○○ ていきたい︒

先場所４勝３敗 体調は万全なので︑土俵の上で集中して一番一番を取っ

先場所３勝４敗 三勝はできたが︑負け越して序二段に戻ってしまった︒勝
また三段目に上がりたい︒
○●○●●●○ ち越して︑

先場所４勝３敗 また勝ち越して︑自身最高位を更新していきたい︒年間
◯●◯●●◯◯ 通算で勝ち越せるように五勝はしたい︒

●●●●○●○ 本場所で勝てる相撲が出来るように頑張りたい︒

先場所２勝５敗 前に出てはいけるが︑振られてしまうことが多かった︒

○●○●●○○ 続で勝ち越せるように頑張りたい︒

先場所４勝３敗 初めて二場所連続で勝ち越すことが出来た︒三場所連

よりがんばりたい︒
●●●●◯◯● たこともある︒地元での開催なので︑

先場所２勝５敗 序二段に上がったら雰囲気が違った︒負け越して分かっ

先場所 休場

本場所に出られるかはまだ分からない︒稽古も少しず
つやっているので︑土俵に上がれるように頑張りたい︒

四勝してから五勝︑六勝していきたい︒
○●○○○●● 出来た︒

先場所４勝３敗 先場所は初めての序二段で︑なんとか勝ち越すことが

先場所 休場

ただ︑
コツコツと準備運動を

多いのです︒

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 福岡国際センター

高田川部屋二十六名の力士のうち︑福岡県出身者は五

ポーツとは違って︑人情や努力

タートであり︑華々しいプロス

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）

平成23年11月13日より

名と一大勢力を形成している︒大雷童︑大乗︑大野城の三

行司

欠かさない︑稽古を休まない力

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

大相撲十一月場所

人は大野城市出身︑しかも同じ大野東中学校の出身者︒

木村和一郎 の目

士は︑自身が目標とする地位

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

ホームページ

また︑部屋内最長身の大鷹山︑部屋内最重量の仁王山は二

に上がっている気がします︒誰

という言葉が先に来ます︒
現に﹁まさかあの子が﹂とい

にでもチャンスはあるので︑気

於 大阪府立体育会館

www.takadagawa.com

人とも八女市出身である︒

三十七年間力士たちと寝食

然強くなったり︑未来の横綱と

う子が︑あるきっかけを境に突

平成24年 3月 11日より 15日間

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

地元福岡で開催される今場所には︑多くの親類縁者も

思うことは︑才能論は二の次で

持ちを切り替えて真の勝利者

を共にしてきて︑
一番不思議に

となってほしいです︒

於 両国国技館

発行者

応援に駆けつけてくれる︒食べ慣れた地元の料理をたくさ

囃 され な がら足 踏 み するな

平成23年 1月 8日より 15日間
平成24年

チケット発売は平成24年2月5日（日）より

取った経験は︑竜電にとってこ

また三段目の上位には︑もう

幕下で四勝
達の挑戦
一度 幕下に上がっても︑再度
三段目へと下がる者が多い中︑
達は初めての幕下挑戦で勝ち
越しを決めて︑幕下の地位を
守った︒竜電と同様︑若の里関
の付き人としての経験を積ん
だことが勝ち越しへと繋 がっ
た︒仕切り中でも︑瞬時に突く
か寄るかを判断する天性の勘
がある︒
﹁幕下の力士はみんな強く︑が
とか四番勝てた︒今場所も勝

むしゃらにぶつかっていって何

ど︑相撲の奥深さに驚くことも

四人マス席ご案内

髙田川部屋後援会事務局

ん食べて︑本場所で活躍してほしい︒

指す者は円に触れてからがス

あるということです︒力士を目

会場は五郎丸公民館を予定（会費制）

www.himawari-kikin.com

於 福岡国際センター

チケット発売は平成23年12月10日（土）より

しも決めて︑さらなる飛躍が期

親方自らまわしを締めて、弟子の指導にあたる。九州場所での好成績を期待したい。

喝！

平成23年 11月 13日より15日間

チケット好評発売中

大相撲十一月場所
大相撲一月場所
大相撲三月場所

平成23年 11月 27日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

2011年 10月31日
五勝をあげて、また一歩十両へと近づいた竜
電。稽古にもいっそう気合いが入る

ち越したい﹂と本場所への意欲
を語った︒

行事のご案内

第86号（通巻）
2011年（平成2 3年） 10月31日（月曜日）
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髙

