15日間
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る十一名が勝ち越しを決める

十二名の力士のうち半数であ

先 場 所の大 阪 場 所では︑
二

勝ち続けられる力をそれぞれ

をしたい︒また本場所終盤まで

は︑早 期の完 治と復 帰に期 待

ある︒怪我をした二名について

ド中心の相撲︒勢いで勝ってい

たした︒昨年の快進撃はスピー

所は幕下の中位へと復帰を果

は六勝と大 勝ちをして︑今 場
ている︒

も毅然としたものに変わってき

うに変わってきた︒そして風貌

が六勝︑白鷹山︑鶴乃湖︑櫻が
に励んで欲しい︒

の力士がつけられるよう︑稽古
力士にあえて力相撲を挑んで

る感もあったが︑先場所は大型
昇進を目指して欲しい︒

まで上がっており︑
一気に幕下

た︒

しかし︑再十両を狙う竜電︑ 大神風が六勝
先々場所六勝を挙げた大鷹山
幕下へ復帰

風 に ないイ メ ー ジの 相 撲 を 地元で活躍
取っている︒見た目は華奢な体
五人の力士
にもかかわ ら ず︑
一本 筋 金の

り絞って寄り切り︒

表
※記の番付は正式発表前の予想

〃

幕下大雷童
〃 竜電
達
〃
〃 大神風
北皇

二場所で三段目に落ち︑その後

昨年幕下に昇進したものの
醸し出している︒

なった︒そして︑地元の応 援に

力士にとっては地元での開催と

六勝︑五勝と三場 所 連 続で大

を落としていた白鷹山︒六勝︑

現れ五勝の好成績となった︒特

る鶴乃 湖︒その結 果 が徐々に

立った︒

に 前 半 戦 は 力 強い相 撲 が目

安芸乃山

〃

〃

〃

〃

須磨ノ海

大鷹山

恵比寿丸

彈丸

前乃富士

暁
〃
〃 太熊
〃 白鷹山
〃 鶴乃湖
〃 大乗
剛力山

〃

〃

〃

三段目安芸乃川

恵比 寿 丸は姉 が見 守る中︑
理詰めの相撲で定石通りに勝
ち越して自身最高位で勝ち越
しを遂げた︒
この勢いに乗って︑今場所も
好成績を期待したい︒

出場した幕下五名中︑大雷童
﹁幕下に戻ってそこにとどま

三場所連続
大勝ちの白鷹山

を除く四名が全て三勝四敗で
今ひとつ勝ち切れない相撲の

鋭い押しが主体の相撲に意

五勝の鶴乃湖
幕下に一歩前進

と登っていく︒

じい回復と進化で更に上をへ

付を上げることとなった︒凄ま

勝ちをして自身最高位まで番

怪我のため序ノ口まで番付

負けるなど︑今一歩勝ちきれな

見 守られて︑髙田川 部屋 所属

大由志は立合いで一気に攻

勝ち越しを決めていった︒

ノ海︑恵比寿丸の三人も次々に

ち越しをかけた︑大由志︑須磨

勝︶が勝ち越し︒三勝三敗の勝

まずは大神風
︵六勝︶
と櫻
︵五

しを決めた︒

の地元力士五人全員が勝ち越

先場所は大阪︑神戸出身の

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。

ようにしたい﹂と大神風は抱負

通ったような不思議な強さを

式守勘太夫がお届け致します

るのではなく︑十両に上がれる

が怪我で休場をしたこと︑また

勝利するという︑今までの大神

五勝と大勝ちを決めて躍進し

今場所は幕下を狙える番付

ことができた︒特に大神風︑暁

稽古で力をつけた力士たちの活躍に期待

更なる躍進の五月場所

於 両国国技館

際で後ろを取られて絶体絶命︑ 識的に切り替えようとしてい

め切るかと思ったものの土俵
しかしそこから慌てずさばい
て最後は突き落とした︒
須磨ノ海は勝ちたい気持ち
が先走り︑体を土俵際で無造

〃 大野城
序二段 櫻
〃 大由志
前大将
〃

今場所出場できるくらいに怪我が治せると良い︒

まずは怪我を治して︑怪我をしない体作りをしたい︒

●○○●●○○ からの場所は負け越し無しでいきたい︒

先場所４勝３敗 先場所は三勝三敗から勝ち越せたので良かった︒これ

先場所 休場
先場所３勝４敗

行司として﹁背中の姿 勢で自

ろはごまかせません︒私 自 身

の活躍に期待をしてください︒

成 績を残しています︒復 帰 後

ういう力士は必ず復帰をして

へ向かって稽古をしており︑そ

も怪我をした直後から本場所

え方が足りないのです︒それで

した︒怪我をするのはどこか鍛

の矢先に怪我をしてしまいま

るようになってきたのですが︑
そ

竜電については︑
それができ

それが足りていないのです︒

るのですが︑
一人一人の力士に

て勝てるかを考える必要があ

てしまう︒プロだからどうやっ

前半は良くても後半に疲弊し

が極 端に落ちるためで︑場 所

は︑場所に入ってからの稽古量

ことができませんでした︒これ

下では大雷童以外は勝ち越す

ベルは上がってきましたが︑幕

大阪場所では部屋全体のレ

攻め切れておらず︑何が足りないのかつかみきていな髙田川
親方の

○●○●○●● い︒もっと稽古をして今場所は勝ち越したい︒

○○○○○●○ れるような相撲を取れるように頑張りたい︒

先場所６勝１敗 先場所は一番一番を集中することができた︒関取にな

先場所３勝４敗 先場所はなぜか勝ちきれなかった︒今場所負け越した

●○●○●●○ ら三段目に落ちてしまうので︑必ず勝ち越したい︒

●○●○●●○ ようではまずい︒勝ち越して幕下に戻りたい︒

先場所３勝４敗 今場所は三段目に落ちてしまうが︑ここで負けている

●●○●○○● を目指して︑勝ち越しをしたい︒

先場所３勝４敗 今場所は三段目と落ちてしまう︒気持ちを新たに幕下

○●○○○○○ 上がれるので︑それを目標にしていきたい︒

先場所６勝１敗 今場所は自身最高位︑体調もいい︒五番勝ったら幕下に

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︒本場所では

○○●○●○● 自分の形の相撲が取れるようにしたい︒

○○○○●○● 場所は突き放していく相撲が取りたい︒

先場所５勝２敗 先場所は四つに組んでしまう相撲が多かったので︑今

先場所５勝２敗 先場所は調子が良かったが最後に崩れた︒肩の力を抜

○○○○●○● いて︑本場所でも冷静に相撲を取りたい︒

先場所２勝５敗 負け越しが続いている︒次こそは勝ち越して︑再度幕

○●●●●○● 下に上がるために番付を上げていきたい︒

●○●○●○● て地元開催の来場所へとつなげたい︒

先場所３勝４敗 今場所は体調を整えて勝ち越しをして︑リズムをつけ

○●○●●○● ので︑今場所はきっちりと勝ち越したい︒

先場所３勝４敗 今年に入ってからまだ勝ち越せていない︒体調は良い

●○○○○●● かった︒今場所は常に勝ち続けるようにしたい︒

先場所４勝３敗 先場所は早い段階で勝ち越せたが︑もう二番は勝ちた

となるが︑早く回復して本場所に出たい︒

手術の経過を見ながら運動をしている︒今場所は休場

●○○●○●○ 位で勝ち越しをして︑最高位を更新したい︒

先場所４勝３敗 初めて三場所連続で勝ち越すことができた︒自身最高

先場所 休場

●○○●○●○ ない︒体調はいいので︑勢いをつけて勝ち越したい︒

先場所４勝３敗 今場所は三段目に戻るが︑そこからなかなか勝ち越せ

●○○●○●● 先場所の経験を生かして勝ち越していきたい︒

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︒今場所は

○●●○○○○ ち越して三段目に昇進をしたい︒

先場所５勝２敗 先場所は地元で勝ち越すことができた︒この勢いで勝

○●●○○●○ たい︒体調はいいので本場所まで稽古に励みたい︒

先場所４勝３敗 四番勝てば三段目に上がれるので︑頑張って勝ち越し

姿勢よく飯を食う︒
その単純な

●●●○○●● 良いので︑今場所は五勝を目指して頑張りたい︒

先場所２勝５敗 先場所は十分に動くことができなかった︒今は体調も

ことができると︑﹁物事の本質

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25年5月12日より

作に預けたが︑最 後に力を振

木村和一郎 改め

行司

分の真を語れたら﹂と︑切に思

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）

大相撲五月場所

大阪場所でお会いした皆様へ

が自分で悟れる﹂ようになると

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

www.takadagawa.com

式守勘太夫 の目

於 両国国技館

ホームページ

大阪場所では皆様の絶大なるご支援のもと︑

が︑四月二十五日をもって三役

最 後 に 私 事 では あ り ま す

孟子の言葉で︑
﹁面に見れ︑

います︒
背に盎る︵おもてにあらわれ

示唆していただききました︒
大阪場所でお客様に﹁本人

平成25年 9月 15日より 15日間

チケット発売は平成25年8月3日
ト発売は平成24年8月3日（土）より

www.takadagawa.com

宿舎東大阪︑そして前宿舎神戸での激励会や後

の本 質が背 中に現れる﹂とし

於 愛知県体育館

チケット発売は平成25年5月16日（木）より

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

援会行事が開催されましたことに︑髙田川部屋

格行司となりました事をご報

告申し上げます︒

平成24年 7月 7日より 15日間

www.himawari-kikin.com

於 両国国技館

発行者

一同心より厚く御礼申し上げます︒

せにあふる︶﹂という一節があ
した︒力士は姿勢よく仕切る︑ ります︒前はつくろえるが︑後

て︑力 士の姿 勢を指 摘されま

四人マス席ご案内

髙田川部屋後援会事務局

続いていた大神風が︑先場所で
を語った︒

六勝を挙げた暁
幕下まで後一歩
あれよあれよという間に勝
ち進む中で︑暁は自 分の相 撲
を確立しようとしている︒立合
いの形は変わらないものの︑前
強い一方的な相撲が取れるよ

会場は髙田川部屋にて（会費制）

2013年 4月25日
半は苦戦をしても後半には力

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成24年 5月 12日より 15日間
平成25年

チケット好評発売中

大相撲五月場所
大相撲七月場所
大相撲九月場所

平成25年 5月 26日（日）午後6時開宴

髙田川部屋千秋楽祝賀会

高

い相 撲を取ったことが残 念で

地元大阪場所で大きな声援を受けて活躍を遂げた大神風︒
幕下復帰︑そして十両昇進への期待もかかる︒

行事のご案内

第95号（通巻）
2013年（平成25年） 4月25日（木曜日）
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髙

