15日間

四人マス席ご案内

的な成長が全勝への布石とな

など︑
一番勝負に対しての精神

十一月場所 福岡道場

髙田川部屋

て五勝二敗︑幕下昇進もふいに

を切る︒二人の同期生が三段目

場所は序の口から再スタート

須磨ノ海

★

自分の相撲を取っていけば︑おのずと勝てるのではない

か︒今場所は本当は二桁勝利をしたいが︑まずは勝ち越
ちゃんと稽古をしていきたい︒

先場所は大事なところで勝てなかった︒ほかの力士には
髙田川
親方の

相撲界では十両というのは

くスタートラインに立てたとこ

まだ半人 前で︑竜電はようや

ろです︒他にも二十二人の若い

衆 がおりますが︑彼らはまだ

そこにも立てていない︑ただの

稽 古で辛いことがあったか

相撲取りでしかありません︒

もしれませんが︑本当の苦しみ

はこれからです︒何かを犠牲に

かねばいけません︒九州場所で

し︑もっと自分を痛めつけてい

先場所１勝５敗 先場所は良い結果を残せなかったが︑気持ちを切り替

戦いをしていくと思います︒

れくらいの覚悟で︑命を賭けた

くくって死んだほうがいい︒そ

負け越すようであれ ば︑腹を

今年最後の場所を勝ち越しで締めくくりたい︒
●●●○●●● えて︑

力士もどんどん続くように頑

竜電が先頭に立ってほかの

先場所２勝５敗 九州場所は一度も勝ち越したことがないので︑今場所は

応援よろしくお願い申し上げ

張って行きますので︑今後とも

ます︒

○●●●●○● ぜったいに勝ち越したい︒千秋楽を笑顔で迎えたい︒

ようやく今場所は復帰の目処がたった︒本場所は万全

って大衆の面前︑土俵に挑んで

芸乃島の弟子である自覚をも

自分の得意な突き押し一本でいきたい︒
休休休休休休休 の状態で臨み︑

先場所全休

来年に繋げたい︒
●○○●●○● ていってしまう︒今場所勝ち越しをし︑

先場所３勝４敗 いい形になっていた相撲を︑焦って自分で悪い形に持っ

この調子で今場所︑
一番一番を大切に勝ちたい︒
○○●●●●● いので︑

先場所２勝５敗 先場所は二連勝から残念な結果に終わった︒体調がよ

○●●●●○● い︒今場所は体調がよいので勝ち越しを目指したい︒

先場所２勝５敗 一日でも早く三段目に上がれるように頑張っていきた

︑勝ち越していきたい︒
●●○●○●● は相性がいいので︑

先場所２勝５敗 先場所は気持ちの持って行き方が駄目だった︒九州場所

精神面も充実させて上を目指したい︒
●●○○●○○ 稽古を頑張り︑

この勢いのままいきたい︒
先場所４勝３敗 二場所連続で勝ち越しをして︑

●○●○●●● 場所は気持ちを切り替えて頑張って行きたい︒

先場所２勝５敗 先場所大きく負けてしまったことを引きずらずに︑今

○●●○●●● 場所は地元開催なので何としても勝ち越していきたい︒

先場所２勝５敗 三段目に上がって︑今までの相撲では勝てなかった︒今

●○●○●●○ たい︒今年最後の場所で大きく勝って来年に繋げたい︒

先場所３勝４敗 先場所は負け越したので︑今場所は取り返すようにし

○○●●○●○ 勝つことしか考えていない︒自身最高位を目指したい︒

先場所４勝３敗 同郷の先輩が関取になったのがいい刺激となっている︒

九州場所までには整えていきたい︒
○○●○●○● 調がいまいちだが︑

先場所４勝３敗 勝ち越しを続け着実に番付を上げていきたい︒今は体

この状態を維持していきたい︒
●○○○○●○ のバランスもよく︑

先場所５勝２敗 一つでも多く勝ち幕下に上がれる位置に近づきたい︒体

前向きな気持ちで今場所に挑みたい︒
●●●●○○● らいいことはない︒

先場所２勝５敗 立合いのときの手と足の動きが合わない︒ふさぎこんだ

最低でも勝ち越したい︒
○●○●●○● は負け越しが続いているので︑

先場所３勝４敗 先場所は三勝三敗から負け越してしまった︒九州場所で

●●●○●○● 激になる︒今場所は最低でも四勝はしたい︒

先場所２勝５敗 巡業で同行している他の部屋の力士との稽古がいい刺

幕下に上がりたい︒
○○○○●○● た︒今場所は五番以上勝って︑

先場所５勝２敗 先場所は四連勝して勢いもあり︑もう一番勝ちたかっ

一番一番大事に自分の相撲を取り︑大勝ちしたい︒
●●○●○○● に︑

先場所３勝４敗 今場所負け越したら三段目に落ちる︒連敗しないよう

前に出る相撲を取るようにしたい︒
○●○○●●○ しまった︒今場所は︑

先場所４勝３敗 以前から指摘されている立合いの甘さ︑脇の甘さが出て

自身最高位を狙っていきたい︒
●●○○●●● はできるだけ多く勝って︑

先場所２勝５敗 先場所は勝てそうな時でも決めきれなかった︒今場所

○●○●●○● 離されたくない︒今場所は盛り返して勝ち越したい︒

先場所３勝４敗

○○○○○○○ しを狙っている︒
いい相撲を取るようにしたい︒それまで

先場所７勝

表
※記の番付は正式発表前の予想 ☆印は自身最高位

竜電

安芸乃川

暁
彈丸
大乗

前乃富士

〃 神風力
〃 大鷹山
〃 太熊
〃 剛力山
鶴乃湖

〃

〃

序ノ口

一抹の不安を感じた︒
木村和一郎 改め ﹁〝一人一人の勝利は部屋の体

行司

〃 天櫻
白鷹山

恵比寿丸

〃 大由志
隼
〃
前大将

〃

序二段 大野城

〃

〃

〃

〃

〃

三段目安芸乃山

〃

幕下大雷童
達
〃
北皇

持ちがないのが天性の強さと
なっている︒同期入門の白鷹山

してしまった安芸乃山だが︑幕

に上る日も近い︒

続いている︒また一人︑十両への

下申し合いでは一人勝ちの日が
希望が見えてきた︒

髙田川部屋
後援会より御礼
先の十月十四日︑竜電の新
地方場所後援会の会員の皆様

十両昇進祝賀会が東京および

急開催で何かと行き届かない

方を中心に開かれました︒緊
ところがあった事をお詫 び申
し上げます︒九州場所初日で
は皆様の思いが凝縮された︑髙
田川部屋の紋が入った化粧ま
ます︒応援よろしくお願いしま

わしを締めて土俵入りを行い
す︒

み︑将来はちゃんこの横綱と言
われるように頑張りたいと思
います︒応援有り難うござい

〃

十両

福岡県筑紫郡那珂川町山田1110-2

る︒九月場所は六勝目を逃し ︵十七歳︶は怪我が完治し︑今

稽 古 場で 異 変 が 起 きてい

安芸乃山が好調

竜電︑
全勝優勝でついに十両昇進︒
九月九日から始まった九月

門︒十七歳で幕下にスピード

柔 道 少 年 が中 学 卒 業 後 入

ったようだ︒

場所︒竜電は初日︑二日目と苦
戦を強いられながらも連勝し

抜いたことが自信に繋がり︑見
昇進したが︑周囲から期待を

た︒この二番をあわてずに勝ち

事に十両昇進の条件である全
かけられながらも四年間は足
踏みをした︒更に︑先場所は十

勝を果たす要因になった︒本人

の心中はともかく︑傍からはそ
八歳の弟弟子︑達に番付を越

に︑第一段階だが応えることが

の後の相撲は涼しげに取ってい

れての優勝という達成感は今

ろう︒そのプレッシャーに押さ

されたことで悶々としたことだ

これまで以上に稽古を頑張

るようにも見えた︒

ったことはもちろん︑大関稀勢
出来た︒

後援会や励まし続けてくれ
竜電関︑
誕生の
布石はやはり稽古

た 故 郷 山 梨 県の 皆 様の 期 待

後への自信になるはずだ︒

験したこと︑巡業に参加し広い

の里︵鳴戸部屋︶の付き人を経

視野を持てるようになったこと

力士として入門すると︑稽
古以前の問題として生活環境
苦労するのが通常だ︒しかし︑

に慣れるまで多かれ少なかれ

大野城︵十六歳︶はまわしを

大野城と白鷹山

ーバーヒート気味の稽古が続

本名 原島和伸

福岡県八女市出身

仁王山太郎

仁王山が断髪式

引くと休まず前に出る︒その

竜電は違った︒入門直後からオ

式守勘太夫がお届け致します

姿勢は未完成だが︑臆する気

髙田川部屋に関取誕生！

於 福岡国際センター

﹁九月場所千秋楽に私の断髪 ました﹂
式が行なわれました︒私の相
撲人 生最 後の日︑この上なら

九州は年間最多勝を争う場

もらいたい︒

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。

平成24年11月11日より

ぬプレゼントになりました︒お

面の為〟と考える者が大 方を

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）

電話 090-7038-6108

式守勘太夫 の目

所︑熾烈な争いでいいお正月を

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

蔭様で沢山の方々に御ハサミ

占める﹂と考えていたが︑どう

迎えたい︒

於 大阪府立体育会館

ホームページ

を入れて頂き︑第二の人 生に

う 気 が して き た ︒具 体 的 に

竜電昇進の陰に隠れたが︑ もそうではない力士がいるとい
新生髙田川部屋創立以来最低

平成25年 3月 10日より 15日間

チケット発売は平成25年2月3日
ト発売は平成24年2月3日（日）より

www.takadagawa.com

向けて最高のスタートを切る

色々言いたいこともあるが︑個

於 両国国技館

チケット発売は平成24年12月1日
ト発売は平成24年10月6日
（土）より

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

き︑浴 びせられる怒声に耐え
た︒
﹁なぜそこまで？﹂と思う
ほどだったが︑師弟間には︑入
門時からそれに耐えうる阿吽
の呼吸ともいうべき意思の疎
通があったのだろう︒
それにしても竜電はよく耐
えた︒稽古で掴んだ新十両だ
と誰もが認めるところである︒
髙田川親方は稽古によって
力士たちを次々と幕下︑三段
目に引き上げることに成功し
力士たちの番付も一段ずつ引き

人スポーツである前に︑あの安

平成24年 1月 13日より 15日間

www.himawari-kikin.com

於 福岡国際センター

発行者

ことが出来ました︒これからは

での勝ち越し飛躍賞ゼロ人︶に

の成績︵勝ち越し七人︑最高位

四人マス席ご案内

髙田川部屋後援会事務局

名 古 屋で飲 食 店で修 行 を積

会場は五郎丸公民館を予定（会費制）

2012年 10月29日
た︒竜電の十両に続き︑ほかの

生に期待がかかる︒

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成24年 11月 11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24年 11月 25日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

高

上がるであろう︒次の十両誕

行事のご案内

第92号（通巻）
2012年（平成24 年） 10月29日（月曜日）

聞
新
川
田
髙

