四人マス席ご案内

で開催された十一月場所は︑今

十一月に福岡国際センター
の再スタートとなる︒

の今場所は︑また幕下へ戻って

休場ということになった︒竜電

を収めることができた︒十三人

一方︑他の力士たちは好成績

年一年の締め括りの場所であ

誕生した新十両 竜電が︑関取
の力 士が勝 ち越した︒中でも

り︑また新 生高田川 部 屋から

として初めて迎える本場所で

のの︑初場所は新幕下になるこ

優勝決定戦で敗れはしたたも

全勝をし︑惜しくも千 秋 楽の

大乗が三段目の下位から七戦

前半を四勝三敗と無難に乗り

電は持ち前の速攻を活かして

ら復帰した白鷹山が六勝を挙

とが決定している︒また怪我か

周囲の期 待 が集まる中︑竜

もあった︒

越えた︒しかし︑迎えた中日に

きた︒

してしまった︒も

勝のあと二連敗

し︑先場 所では早くも四勝を

に弱い力士とされていた︒しか

気温が体重を激減させ︑冬場

ち越せなかった前乃富士︒冬の

に出る相撲を取

は自分らしい前

は今まで見せた相撲の中で最

挙げた︒さらに︑最後の五勝目

初場所は全勝

コントロールして今 場 所も活

した前乃富士︑体調をうまく

トラウマを自らの手で克服

高の内容であった︒

でないと十両を

躍を見せて欲しい︒

語った︒

り たい﹂と 達 は

狙えない番付だ

幕下の達は初日から五連勝

下の昇進が決まった︒千秋楽で

州場所で七戦全勝をし︑新幕

進化を遂 げた︒地元開催の九

ようやく場所に戻ってきたと
きには序ノ口まで番付を下げ

ることができた︒

改名のご報告
今 場 所から二人の力 士が
改名することになった︒

大神風 力

神風力 勝輝改め

☆

先場所４勝４敗７休

場所では幕下に落ちてしまうが︑怪我を早く治し︑体を

怪我で途中休場となってしまい︑とても悔しかった︒今

休休休休休休休 作り直して土俵に上がれるようにしたい︒

今度は負け越さないようにしたい︒
○○○○○●● が上がるので︑

先場所５勝２敗 先場所は調子が良く五勝できた︒幕下の上位まで番付

●●○○○●● は勝ち越し︒続く全部の場所を勝ち越していきたい︒

先場所３勝４敗 今年は三勝で負け越すことが多かった︒今場所はまず

五番六番勝っていきたい︒
○○○●●●○ ち越しだが︑

先場所４勝３敗 ギリギリのところで勝ち越すことが出来た︒目標は勝

○●●○●●● は是が非でも勝ち越さなければならない︒

先場所３勝４敗 体重が調子がいい時くらいまで戻ってきている︒今場所

先場所７勝０敗 今場所から幕下に昇進することができる︒頑張っていい

幕下に戻れるようにしたい︒
○○○○●○● 勝ち越しをして︑

変なご愛顧をいただきまして︑

平成二十四年の総括といた

誠にありがとうございます︒

初めての関取誕生となりまし

しましては︑部屋を移してから

たが︑結 果は怪 我で休 場とい

場の恥 ずかしさの方が上回っ

ただいた皆 様︑後 援 会の皆 様

てしまい︑パーティにご来場い

になって切磋琢磨していって欲

ことを願います︒みんなが関取

もっと競争力を持って出てくる

他の力士たちによる新十両が︑

電︑大雷童の返り十両︑そして

来 年は一人とは言わ ず︑竜

しい気持ちでいっぱいです︒

には大 変 申し訳なく︑恥 ずか

そしてその先を目指したい︒
●●●○●○○ 勝ち越して幕下︑

今場所は︑装具をつけてサポーターをして本場所に臨

変わりつつある︒これまで︑力

礎運動を最優先にする流れに

士たちのやる気や自主性を重

らの休場は︑我々にとって本当
た︒そんな中︑若い力士たちが

力士たちに固定観が生まれて

視してきたが︑良くも悪くも

いるようだ︒今後は︑師匠のて

極力明るく振る舞って頑張っ
を迎えることができた︒

てくれたおかげで無事千秋楽

に心が潰れるような思いであっ

勝ち越しを目指していきたい︒
○●○○●●● 変えて心機一転︑

先場所３勝４敗 先場所は三勝一敗から負け越してしまった︒四股名を

●●●●●●● た︒今場所は落ちた分も巻き返していきたい︒

先場所０勝７敗 先場所は自分でも分からないくらい︑本当に勝てなかっ

最高位まで早く戻りたい︒
○○●○○○○ たって負けた力士を倒して︑

先場所６勝１敗 先場所はできれば優勝したかった︒今場所は先場所当

●○●○●○○ 続で勝ち越していけるように頑張りたい︒

先場所４勝３敗 先場所はなんとか勝ち越すことができた︒今場所も連

○○●○○○● 来年こそは勝ち越しの多い年にしていきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は勝ち越すことができたが六番は勝ちたかった︒

●○○●○●○ 段の上の方まで上がる︒自分の相撲を取っていきたい︒

先場所４勝３敗 地元でなんとか勝ち越すことができた︒今場所は序二

●●●休休休休 む︒場所までに筋肉を付けていきたい︒

先場所０勝３敗４休

●●○○●●● いていけるようにしたい︒今までの負けを取り戻したい︒

先場所２勝５敗 全勝が 二 場所連続で部屋から出ているので︑自分も続

まずは四勝していきたい︒
○●○○○●○ 六勝で最高位までいけるが︑

先場所５勝２敗 先場所は調子が良く勝ち越すことができた︒今場所は

勝ち越しを目指して頑張りたい︒
●○●●●●○ 体調を整えて︑

先場所２勝５敗 ここ 二 場所は調子が悪かったが︑一年の初めの場所は︑ しいと思っております︒

●●○○●○○ 連続で勝ち越せた︒来年もこの勢いのままいきたい︒

先場所４勝３敗 四股名を変えてから負け越しておらず︑初めて三場所

●○○●●○○ 年に活かして自分自身と戦って勝っていきたい︒

先場所５勝２敗 今年の目標である﹁幕下昇進﹂を果たせなかったが︑来

○●○○○●○ も勝ち越していきたい︒今年は幕下に昇進したい︒

このままの調子で今場所
先場所５勝２敗 先場所は全部出し尽くした︒

○○●○●●● のファンに怒られないような相撲を取りたい︒

先場所３勝４敗 昭和の名力士︑神風関の読み方をもらったので︑昔から

先場所３勝４敗 先場所は一勝四敗で早々に負け越してしまった︒まずは

関取が誕生したことよりも︑休

先場所５勝２敗 いつも通りに自分の体調を整えて︑本場所に臨みたい︒ う︑
最悪のものとなりました︒

○○○○○○○ 相撲が取れるようにしたい︒

今年も後援会の皆様には大

髙田川
親方の

○●○○●○●●

表
※記の番付は正式発表前の予想 ☆印は自身最高位

竜電

北皇
大乗
太熊

安芸乃川

達
〃
大雷童
〃
〃
〃

三段目

大神風

安芸乃山
〃

前乃富士

〃

〃

須磨ノ海

〃 鶴乃湖
〃 彈丸
剛力山
〃

〃

暁
〃
〃 大鷹山
大野城
恵比寿丸

序二段

〃

〃 前大将
〃 白鷹山
〃 大由志
櫻
〃

木村和一郎 改め

行司

は︑部屋のみならず社 会 的に

初々しい竜電新十両の誕生

式守勘太夫 の目

場を余儀なくされた白鷹山︒

足の怪我のために長期の休

が︑よ り 高 い 番
怪我から復帰
白鷹山六勝
付を目指す挑戦

は続く︒

を遂 げて︑初 場 所では幕下 上

は惜しくも優勝決定戦で敗れ

し相撲に徹底して六勝を挙げ

位へと近づく︒突き押しのバラ

ていた︒四つ相撲を捨てて︑押

ンスが良く︑苦手な四つ相撲に

たものの︑九月場所の竜電に続

所の気迫溢れる相撲は運とは

︵だいかみかぜ ちから︶

〃

幕下

う 一番 勝 ち た

入門以来︑十一月場所では勝

て︑親 方 か ら ご 九州場所初勝ち越し
十四年目の前乃富士

www.takadagawa.com

かった︒今 場 所

﹁先 場 所 は 五 連

ることになった︒

祝儀袋を受け取

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。

福岡県大野城市出身︑卓球

持ち込まれながらも︑振りほ

いて全勝を遂げる力士が出た

竜電に続けと
達が奮闘し五勝

どいて押し切るなど︑成長の感

の期 待の高さからか︑本 人 が

無縁な実力の勝利であった︒

実力のうちといわれるが︑先場

ことは非常に素晴らしい︒運も

意識したからなのか︑本来の自

しかし五連勝のあとは︑周囲

じられる場所となった︒

式守勘太夫がお届け致します

少年であった大乗が︑相撲道に

寿丸が︑五勝を挙げることがで 地元の大乗が
全勝で幕下昇進

げ︑達︑太 熊︑須 磨 ノ 海︑恵 比

新年に向けて躍進する高田川部屋の力士たち

達が年間最多勝

平成25年1月13日より

﹁幕下に昇進する今場所は

ろう︒

こ入れが必要となってくるだ

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。

大相撲一月場所

分の相撲を取ることができず

大鷹山の休場も重なり︑師

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
天櫻 太郎 改め

匠の稽古方針が基礎体力︑基

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

ホームページ

チャレンジの場所になる︒まず

も過大な可能性を大々的に報

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

www.takadagawa.com

二連敗となってしまった︒それ

じられてきただけに︑九日目か

於 両国国技館

於 両国国技館
櫻 太郎︵さくらたろう︶

平成25年 5月 12日より 15日間

チケット発売は平成25年4月6日（土）より

発行者

は勝ち越していきたい﹂と大乗

於 大阪府立体育会館

チケット発売は平成25年2月3日（日）より

髙田川部屋後援会事務局

は︑意気込みを語った︒

平成24年 3月 10日より 15日間
平成25年

www.himawari-kikin.com

於 両国国技館

2012年 12月24日

最多勝を獲得する活躍を見せ

四人マス席ご案内

高

でも高田川部屋の中での年間

高田川部屋にて（会費制）

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7
先場所は五勝を挙げた達。積極的に相手に向かっていく。

喝！

平成25年 1月 13日より 15日間

チケット好評発売中

大相撲一月場所
大相撲三月場所
大相撲五月場所

平成25年 1月 27日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

股関節を骨折して九日目より

寒い中も朝早くからの稽古に励む高田川の力士たち︒
稽古場は熱気に包まれている︒

行事のご案内

第93号（通巻）
2012年（平成24 年） 12月24日（月曜日）
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髙

