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式守勘太夫がお届け致します

平 成二十 四 年の七 月 場 所
なく︑今 場 所ではさらなる活

の最高位を更新した力士が少
ても︑なかなか十両へ上がるこ
ければ幕下五枚目以内に入れ

かりとした︒幕下の上位であっ ば十両に上がれず︑五勝しな

り︑思い切った相撲で勝ち越し

﹁今場所は自身最高位でもあ

静かに目標を語った︒

大野城が
三段目昇進

★

恵比寿丸

○●●○○●● いようにメンタル面を強くしていきたい︒

先場所３勝４敗 二連敗で体が動かなくなってしまった︒あっさり負けな

二場所連続で負け越し
先場所３勝４敗 体調も良く︑暑さも問題ない︒

催されていました︒テレビに映

負けたではなく︑そこに至るま

つる選手を見ていると︑勝った

らこそ︑観る側にも感動が伝わ

での努力がにじみ出てくるか

オリンピックは主にアマチュ

るのだと実感します︒

し相撲はもっとやらなければ

アのスポーツであります︒しか

でも応援したいと思えるもの

いけない︑観客がお金を払って

がにじみ出ていないと︑プロと

○○○○●●● ができなかった︒今場所は落ち着いて相撲を取りたい︒

この調子のま
先場所５勝２敗 先場所はたまたま勝ち越すことができた︒

される以 前に︑自らが稽 古 を

そのためには指導者に指摘

は言えません︒

六勝を目指していきたい︒
○●○●○●○ 子で今場所を迎えて︑

ればなりません︒この世界で生

して︑自己評価をしていかなけ

ば︑自分に厳しく向きあってい

き残っていこうと思うのであれ

●○●●●○● 識して相撲をとれるようにしていきたい︒

●○○●●●○ の問題を自分なりに解決していきたい︒

先場所５勝２敗 今場所は自身最高位に近づけるように︑がんばっていき

●○●○●○● 屋の力士が強くなっていくのを外から応援します︒

先場所３勝４敗 応援ありがとうございました︒今後は相撲を離れ︑部

このままの勢いで場所を迎えたい︒
●○○○○○● できたので︑

先場所５勝２敗 夏は調子がいい︒先場所は︑久しぶりに五番勝つことが

先場所３勝４敗 先場所は勝ち越せば三段目だったが︑負け越してしまっ
今場所は五勝以上して三段目に戻れるようにしたい︒
●◯●●◯●◯ た︒

先場所４勝３敗 場所では稽古と違って緊張してしまう︒勝ち越せば三段
体調を整えて今場所を迎えたい︒
○○●●○●○ 目に上がれるので︑

もっと一番一番に集中していきたい︒
●○●●●○○ 組めた︒今場所は︑

先場所３勝４敗 先場所は︑負け越しはしたが気後れすることなく取り

●○●●●●○ 初日から四連勝するような勢いでいきたい︒

先場所２勝５敗 大きく負け越したので︑今場所はまずは勝ち越したい︒

○●●○●○○ まずは落ちないように勝ち越していきたい︒

先場所４勝３敗 四場所連続勝ち越しで三段目に上がることができるが︑

○○●●○●○ 調子がとてもいいのでこのまま今場所を迎えたい︒

先場所４勝３敗 課題がいくつか見つかったので︑自分で変えていきたい︒ かなければならないのです︒

先場所３勝４敗 今年に入ってから一度も勝ち越せていないが︑自分の中

先場所２勝５敗 先場所は双差しでいってうまくいったので︑今場所も意

この調
先場所４勝３敗 先場所も何とか勝ち越し︑稽古でも勝てている︒

九州場所では幕下に戻りたい︒
○●○○●○○ ま今場所も五勝以上し︑

先場所４勝３敗 先場所は四連勝してからの三連敗で︑流れを掴むこと

幕下に上がれるようにしたい︒
●○●○●○○ 勝って︑

先日まで︑オリンピックが開

髙田川
親方の

○●○○○●○ 場所は思い切った相撲で︑
勝ち越しを目指していきたい︒

先場所５勝２敗 がむしゃらに当たってなんとか勝つことができたが︑今

○○○○○●○ 礎的な稽古で体を維持して今場所を迎えたい︒

先場所６勝１敗 負け越しが続いていたが先場所は勝つことができた︒基

表
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今場所は勝ち越せるようにしたい︒
○○●○●●● ており︑

是が非でも勝ち越したい︒
●●●○●○● 段目に落ちてしまうので︑

先場所２勝５敗 調子は悪くなかったが相手が強かった︒負け越したら三

●●●●●○● まで以上に頑張りたい︒幕下に戻れるようにしたい︒

先場所１勝６敗 師匠に素晴らしい四股名をつけていたただいたので︑今

先場所３勝４敗 先場所は調子が悪く気が付いたら四敗していた︒今場

五勝すれば幕下に戻れるので︑早めに勝ち越したい︒
●○●●○○○ た︒

先場所４勝３敗 先場所は一勝三敗から︑吹っ切れて勝ち越すことができ

安芸乃山

〃

六勝していきたい︒
○●○●●●○ 所は早めに勝ち越して五勝︑

〃

先場所４勝３敗 得意な夏場に勝ち星を多く挙げておきたい︒五番︑六番

〃
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三段目神風力
剛力山
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幕下大雷童
達
〃
竜電

は︑髙田川部屋の力士二十五名
ない﹂と意気込みを語った︒

れ︑本場所には出続けているも

この半年間は怪我に悩まさ 二場所連続五勝
成長著しい達

を挙げることができ︑今場所で
激戦の幕下では︑勝ち越し

のの稽古には思うように参加

七月場所で一番元気が良かっ

先 場 所で 勝 ち 越 しを 決 め
て︑見事三段目へと昇進を決め

大野城

ない︒そんな中で連続勝ち越し

げた︒また三段目の大鷹山︑序

することができずにいた︒そん

は︑十両の目 前まで番 付を上

てもすんなりとは上に上がれ

ある大雷童︒優勝の一歩手前︑ な勝ちっぷりであった︒

たのが︑髙田川部屋の筆頭でも

な状況をものともせず︑見 事

挙 げて︑それぞれに番付を大

〃
た大野城︒相手のまわしを取っ

須磨ノ海

て休まずに前に出る相 撲は︑

〃

をして︑徐々に番付を上げてき

未完成ながらも臆せずに攻め

うスピード昇進をしているだ

入門から一年半で三段目とい

点が活かされている︒

ていく︑大野城の持つ天性の利

た達︒今場所は大雷童に次ぐ
夏の巡業には若の里関︵鳴

十両候補となった︒

反応できた﹂と大雷童は先場
所を振り返る︒

戸部屋︶の付き人として参加

けに︑今後が楽しみである︒

し︑横綱や大関を目の当たりに
と力を与えてくれたようだ︒

しながらの稽古や生活が︑刺激

部屋随一の巨漢︑
仁王山が引退
入門から十七年目の仁王山 創作料理の素晴らしさは︑誰
が今場所で引退︒新たな人生 もが認めるところである︒

序二段

隼
〃
前大将

六勝を挙げて再十両への足が ﹁相手がよく見えて︑すばやく

二段の天 櫻︑大 由 志が五勝を

を目指していきたい﹂と︑達は

とは難しいが︑大雷童は着実に

めることができた︒特に︑幕下

の大雷童と達は多くの勝ち星 六勝の大雷童
十両へ一歩前進

前進を遂げている︒

躍が期待される︒

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。

のうち︑十二名が勝ち越しを決

大雷童︑
達が十両に向けてさらに一歩前進

熱気に包まれる稽古場の力士たち

於 両国国技館
今 場 所︑千 秋 楽 祝 賀 会 場

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。

大相撲九月場所

県八女 市 出 身︑
二百キロ近い

まだ走ったりはできないが︑十一月場所に復帰すること
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）
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）
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を歩むことが決 まった︒福 岡

先場所０勝０敗７休

この調子で今場所を迎えたい︒
◯◯●◯◯●◯ たい︒体調もいいので︑

一般会員
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巨漢を活かした︑より押しを において仁王山の断髪式を行

休休休休休休休 を目標にがんばっていきたい︒

於 両国国技館

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

相撲生活に欠かせないちゃ 援いただいた皆様のご出席を

●○●●●○○ まずは稽古を積んで今場所を迎えたい︒

先場所３勝４敗 当たったことのない相手と当たると緊張してしまうが︑

番付社会であっても︑私生活で

るということは極めて難しく︑

平成24年 1月 13日より 15日間
平成25年

チケット発売は平成24年12月1日（土）より

発行者

得意として三段目で活躍した︒ います︒長 年にわたってご支

〃 天櫻
〃 仁王山
〃 大由志
〃 白鷹山
八女錦
〃

弟子が入門をし︑
二十から三十

間︑毎年一名から三名ほどの新

は先輩後輩の秩序が守られて

於 福岡国際センター

髙田川部屋後援会事務局

んこ鍋の味 付けや︑彼 独 自の 心よりお待ち申し上げます︒

木村和一郎 改め

行司

名ほどの大所帯を保っており

いることも大切です︒

者を︑髙田川部屋の新弟子体

ぜひ︑相撲に興味のある若

ます︒他の部屋と比べて︑特に
入門者が多いわけではありま

皆様にお願いしたい次第です︒

験に紹介していただきたいと︑

せん︒
それぞれ違う性格の持ち主

平成24年 11月 25日より15日間

www.takadagawa.com

式守勘太夫 の目

今年も︑新弟子体験入門に
二人の新弟子候補が参加して

が︑力の世界で団体生活をす
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www.himawari-kikin.com

於 両国国技館

チケット発売は平成24年10月6日（土）より

﹁大切なのは今場所︒勝ち越し
では意味が無い︒優勝でなけれ

自分なりの調整で本場所に向けて体調を
整える大雷童

改名のご報告
今場所から一人の力士が改
名することとなった︒

神風力 一輝

前神風 勝輝 改め

髙田川部屋ではこの十年の

きました︒

髙田川部屋にて（会費制）

2012年 8月27日
︵じんぷうりき かずき︶

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成24年 9月 9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24年 9月 23日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

きく上げている︒しかし︑自身

蒸し暑い稽古場は︑力士たちの熱気でさらに熱くなっている︒
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