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ダッシュともなる大切な場所で

川 部 屋 力 士 た ちのス タ ー ト

ある一月 場 所は︑今 年の髙田

から十両︑そしてその上を目指

相撲を取ったことがあり︑幕下

力 士のうち︑約 半 数 が幕下で

しかし︑髙田川 部 屋 所 属の

に名を連ねることになった︒

ていたが︑今場所は二人で幕下

川に幕下昇進では先を越され

乃 山︒双子の弟である安 芸乃

て︑六勝の活 躍 を見せた安 芸
を語った︒

行きたい﹂と︑安芸乃山は抱負

いように勝ち越しを目指して

すことが出来なかった︒

ある︒総勢二十二名の力士のう

対して︑安芸乃山は２００キロ

矯正手術を行なっており︑今場

かる欠点を克服で

重心が後ろにか

所に引き続き︑
二場 所 連 続で

し主体の相 撲に変 化︒九州場

再出発となったが︑復帰後は押

〃

安芸乃山 ☆

安芸乃川

恵比寿丸

●●○●○○● 所は五勝以上はしたい︒どうしても早く上がりたい︒

先場所３勝４敗

●●○●○●○ ち越して少しでも上にいけるようにしたい︒

○○○○●○● 今場所は早い段階で勝ち越して︑五勝六勝したい︒

先場所５勝２敗 先場所は何とか勝ち越し︑幕下に残ることが出来た︒

先場所３勝４敗 先場所は体調は良かったが勝ち越すことが出来なかっ

●●●●○○○ た︒まずは勝ち越して幕下に定着し︑上を目指したい︒

○○●○○○○ 思い切った相撲を取っていきたい︒

先場所６勝１敗 今場所は幕下に上がるので︑チャレンジする気持ちで

●●●●●○● 段目からのやり直しだが︑勝ち越して上に戻りたい︒

先場所１勝６敗 幕下は雰囲気が違っていて︑相手が大きく感じた︒三

先場所４勝３敗 体調も良く︑体重も戻ってきた︒神風という相撲界に

●●○○○○● とっても大切な名前に恥じないように頑張りたい︒

先場所２勝５敗 過去三場所︑二勝︑五勝︑二勝ときているので︑今場所

●○●●●●○ は五勝して負けている分を取り戻したい︒

先場所６勝１敗 先場所終了後に手術をし︑今場所は休場が決まってい

ます︒自分がプロの力士である

なことが取り沙汰されており

ことをもう一度考えてもらい

たい︒プロの力士になったから

ればいけない︒怒られた︑叩か

には︑命をかけて突き進まなけ

れた︑暴 言 を吐かれたなどは

いったん部屋の力士となって

論外な話です︒

プロを名乗るのであれば︑皆が

同じ方 向 を向いて︑皆 が熱 く

なっていく必要があります︒﹁愛

の風潮に流される人は去って

人のためにやっています︒世間

のムチ﹂と昔から言うが︑その

●○●○●○○ 調も本場所までには調整していきたい︒

道であって欲しいのです︒

はいけない︒それが武道︑相撲

くのだから︑勘違いを起こして

相撲道という道を極めてい

先場所４勝３敗 とにかく勝ち越しをして︑上を目指していきたい︒体

○●○●●●● あり︑気持ちを切り替えてて勝ち越したい︒

先場所２勝５敗 先場所はなぜか勝てなかった︒今場所は地元の開催で

○●●○●○○ 越しを決めて︑三段目に定着したい︒

先場所４勝３敗 今場所はまた三段目へと戻ることになる︒今度は勝ち

○○○●○○● したい︒三場所連続で勝ち越しをしたい︒

先場所５勝２敗 今場所はご当地なので︑間違いなく勝ち越せるように

○○○○○●○ して最高位を更新したい︒リベンジを果たしたい︒

先場所６勝１敗 今場所は自身最高位近くまで上がるので︑勝ち越しを

●●○●●○● い相撲取りとして︑小さいなりの相撲を取りたい︒

先場所２勝５敗 自分の相撲を見つめなおして今場所に臨みたい︒小さ

●●○●●●● は初日で勝って勢いをつけていきたい︒

先場所１勝６敗 先場所は負け越しはしたが︑体は動いていた︒今場所

●○●○●○○ で︑今場所も勝ち越しを目指していきたい︒

先場所４勝３敗 先場所は何とか勝ち越すことが出来た︒体調も良いの

○○●●●●● にし︑五番六番勝てるようにしたい︒

先場所２勝５敗 怪我のために筋肉が落ちている︒今場所までには万全

もらっていいのです︒

●○○○○○○ る︒早く回復して本場所に戻りたい︒

現在︑
スポーツ界ではいろん

このところ勝ち越せない︒勝たないと話にならない︒勝髙田川
親方の

先場所３勝４敗 先場所はとても悔しい思いをした︒体調はよく︑今場

●○●●●○● でには︑体力を元に戻すかそれ以上にしていきたい︒

先場所２勝５敗 怪我は治ったが︑体力がかなり落ちている︒今場所ま

表
※記の番付は正式発表前の予想 ☆印は自身最高位
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〃 彈丸
白鷹山
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三段目 大乗
〃 大神風
〃 太熊
〃 大鷹山
剛力山

所は残念ながら休場が決まっ
ている︒怪我を治して調子の良
い状態になって︑早く土俵へ復
帰して欲しい︒

好調な白鷹山
連続六勝で躍進
昨年は強引な相撲によって
怪我を招いてしまい︑半年間休

きていない大 鷹山

前の三段目まで戻ることが決

六勝をあ げて︑今場 所は休場

場をした白鷹山︒序ノ口からの

り不自由な相撲を

﹁怪我はだいぶ良くなってい

余 儀 な く さ れ た︒ まっている︒
し か し︑初 日 は 敗

〃

幕下 竜電
達
〃
〃 大雷童
北皇

大阪府東大阪市御厨栄町1-1-4

大 鷹 山は︑すでに場 所 後に

素晴らしい成績を収めた︒

髙田川部屋

は︑怪我によってよ

た︒

までの出 場となっ

治 することないま

が 間 に 合 わ ず︑完

山︒先 場 所 は手 術

場をしていた大鷹

九州場所では怪我で途中休

大鷹山六勝も
今場所は休場

して︑
一人ひとりが稽古に励ん

に期待したい︒

期待の安芸乃山
六勝で新幕下へ

双子とはいえ二人の体格は︑

ち︑半数以上である十二名の力
でいる︒竜電︑大雷童の再十両︑ 安 芸乃川 が１３０キロなのに

も安芸乃山︑大鷹山︑白鷹山の
三名が六勝をあげて躍進する

こととなった︒
全体としては勝ち越しが目

立ったが︑幕下の力士が思うよ

そして幕下力士の新十両昇進

士が勝 ち越しを決めて︑中で

平成二十五年最初の場所で

幕下力士の充実で次なる関取誕生も近い

大阪場所でさらなる躍進

15日間
る︒場所までに体調を崩さない

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。

於 大阪府立体育会館

れたものの︑それ以

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25年3月10日より
り︑稽古に励んでいた︒

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

ようにしたい﹂と白 鷹 山は語

於 愛知県体育館

www.takadagawa.com

降は体の使い方を

○●●○○●○ 調を整えて︑万全の体制で本場所に臨みたい︒

先場所４勝３敗 まず三番勝って︑そこから勝ち越せるようにしたい︒体

○●○○●○○ ので︑必ず勝ち越したい︒

先場所５勝２敗 七敗した九州場所の借りを返したい︒今場所は地元な

○●○○○●● い︒少しでも上に上がって行きたい︒

先場所４勝３敗 先場所を勝ち越して︑今場所も連続で勝ち越しをした

両復帰が更に遠くなります︒

土俵を離れても怪我した部

した︒これが一勝や休場では十

位以外の運動︑イメージトレー

ない︒だから 頑 張って 貰いた
おりました︒その時︑私には言

い﹂と深い激励の言葉を送って
える言葉ではないと自分の甘

できた竜電︒その言葉の重さを

ニングをして︑自分を追い込ん

感じながら︑今 場 所に挑んで

竜電は一月場所に出場し二

さを痛感しました︒

くれるはずです︒

平成25年 7月 7日より 15日間

チケット発売は平成25年5月16日
ト発売は平成24年5月16日（木）より

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

工夫して六連勝と

〃 前大将
〃 大由志
櫻
〃

木村和一郎 改め

行司

式守勘太夫 の目

部屋に激励にいらした山梨

勝五敗という成 績を残し︑十

後援会の代表の方が︑竜電に

両復帰への足掛かりを残しま

於 両国国技館

チケット発売は平成25年4月6日（土）より

うに勝ち星をあ げられ ず︑六
一月場所では元関取を倒し

とその差が大きい︒安芸乃山は
さぎ跳びを軽々とこなす運動

それだけの体重があっても︑う
神経を備えている︒勢いがつい
て行けば︑関取の座を一気に引
幕下昇進を決めた先場所の

き寄せることも可能だ︒
最後の取組は︑元関取が相手︒
再浮上に燃える実力者を抑え
﹁先 場 所は相 撲の内 容は悪

て価値ある一勝を手に入れた︒

の体は皆の宝︑あなたの体じゃ

﹁一度十両に上がった者は︑そ

平成24年 1月
5月 13日より
12日より 15日間

www.himawari-kikin.com

於 大阪府立体育会館

2013年 2月25日
く︑突っ張ることが出来なかっ
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高

た︒今 場 所は幕下から落ちな

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成24年 3月 10日より 15日間
平成25年

チケット好評発売中

大相撲三月場所
大相撲五月場所
大相撲七月場所

会場は大阪場所宿舎にて（会費制）

大相撲三月場所
髙田川部屋では、力士を目指す若者を随
時募集しています。
相撲の世界で活躍してみたいと考えてい
る方、また力士向きの若者がご知り合いに
いらっしゃる方は、ぜひご連絡ください。
髙田川部屋では、まずは見学や稽古体験
をしていただき、充分納得したうえで入門
していただいています。

平成25年 3月 24日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

三月場所 大阪道場

中学卒業時に身長 165cm 以上であれば、三月
場所での審査を受けることができます。

髙田川部屋後援会事務局

来たれ国技の新生
新弟子募集

名うち︑北 皇だけしか勝ち越

先場所では幕下唯一の勝ち越しとなった北皇︒寒い中での稽古にも
力が入る︒今場所でのさらなる躍進に期待したい︒

行事のご案内

式守勘太夫がお届け致します

身長 167cm 以上、
体重 65kg 以上

第94号（通巻）
2013年（平成25年） 2月25日（月曜日）
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