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於 愛知県体育館

15日間

四人マス席ご案内

式守勘太夫がお届け致します

両国国技館で開催された五

月 場 所で︑髙田川 部 屋の力 士

本 場 所へ向かう 名 古 屋 場 所︒ 撲をしっかりと取りたい﹂と白

昨年十一月場所で三段目七

て軍配さばきに精進してもら

四歳︒今後も︑立行司を目指し

り︑
本調子とまではいかないが︑ 我を負い︑その後二場所連続で

名ともに怪我からの復帰であ
休 場︑一時 期は序ノ口まで番

五勝といずれも大勝ちをして︑

に戻ることができた︒体調も良

﹁先場所もう一勝すれば幕下

梅雨時期の旅行ではあったが︑

人 全員 が参 加した沖 縄 旅 行︒
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一気に三段目の上位まで番付

いので︑勝ち越して幕下を狙っ

沖縄で過ごした４日間は奇跡

髙田川 部 屋の力 士︑
二十二

を上げることになった︒稽古で

ていきたい﹂と︑大乗は抱負を

気分転換となったようだ︒

き︑名古屋場所へ向けての良い

からの温かい激励をいただき

プ地恩納 村では︑地元の皆 様

的な快晴の日となった︒キャン

は︑幕 下の力 士とも積 極 的に

髙田川部屋付きの行司であ
り︑普 段は力 士たちの世 話を

ラグビーウェールズ代表が訪問
ラグビー日本代表との親善試
合のため 来日 をしていた︑ラ グ
ビーウェールズ代表の関係者の

序二段

述べた︒

ができた︒
﹁今場所は三段目の一桁まで
いく︒勝ち越しをしたら次は幕
下 だが︑気 負わずに自 分の相

式守勘太夫
三役格行司へ

突き出していく姿が見ること

幕下まで後一歩のところまで

越しで番付を下げていた大乗︒

がおらず︑先々場所︑先場所に

には︑勝ち越しをおさめたもの
本場所の土俵でそれぞれの相
付 を下 げていた 白 鷹 山︒十 一

番全勝をし︑幕下への昇進を果

式 守勘太夫は︑今 年で五十

年目にしての快挙となる︒

初 土俵を踏んで以 来︑三十八

昇 進した︒昭 和五十 年四月に

十五日付けで︑三役格行司への

している式守勘太夫が︑四月二

幕下大雷童
達

愛知県名古屋市港区東茶屋1-556

いたい︒

復調の大乗
五勝を挙げる

鷹山は語った︒

勝の好 成 績を挙 げて︑一矢 報

五勝の白鷹山
三段目上位へ

して欲しい︒

さに負けずに自らの力を発揮

夏の稽古︑本場所となるが︑暑

今場所からは竜電︑大鷹山
帰を遂げる︒竜電︑大鷹山とも

の二名が二場所休場からの復

名︶
︑また五勝以上の大勝ちを
に大 幅に番 付を下 げて︑竜電

越し︵負け越し十二名︑休場二

おさめた力 士が四名と︑お世
は三段 目から︑大 鷹 山は序二

となった︒特に幕下の力士五名

髙田川部屋

たしたが︑
二場所連続での負け

引き続き上位の力士たちが奮
撲勘を取り戻しつつ︑勝ち越し

昨年の五月場所でひざに怪

七月場所 名古屋道場

先場所は五勝と大勝ちをして︑沖縄旅行で
リフレッシュ

わない結果となった︒

月 場 所 から六勝︑六勝︑五勝︑ 番付を戻すことになる︒

その中においても白鷹山︑大
久しぶりに二十二名全員が

て上位を目指すことになる︒

段からの再スタートとなる︒両

辞にも良いとは言えない成績

たちは二十二名中八名が勝ち

いる結果となった︒

二十二名の力士が揃い︑
ともに上を目指していく

今場所から竜電︑
大鷹山が復帰

平成25年７月７日より

方々︑そして森喜朗元首相が髙

○●○●●●● い︒勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所２勝５敗 夏の名古屋場所は暑いが︑夏場は成績がいいことが多

先場所３勝４敗 あと一番を勝つことができない︒自分でもよく分から

○○●●○●● ないが︑気持ちの問題︒大勝ちをしていきたい︒

先場所４勝３敗

たちはそれぞれに力をつけて

しまった︒しかし三段目の力士

いう︑不甲斐ない相撲となって

がすべて負け越してしまうと

先場所では幕下の力士たち

先場所勝ち越しをして︑幕下に戻ることができた︒今髙田川
親方の

○○○●○●● 度は幕下から落ちないように勝ち越していきたい︒

先場所２勝５敗 今場所は幕下に運良く残ることができた︒先場所も動

●●○●○●● きは悪くなかった︒頑張って勝ち越していきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は前に出て勝つことが多かったので︑今場所も

○○○●○○● 前に前に出る相撲を取って︑勝ち越したい︒

先場所２勝５敗 今場所から三段目に落ちてしまう︒調子は悪くないの

おり︑幕下までもう一歩のとこ

卒業して︑みんな三段目以上︑

ろまで来ている︒もう序二段は

●○●○●●● で︑必ず勝ち越しをして幕下に戻りたい︒

●○●●○○● か無い︒少しでも上にいけるようにしたい︒

必要なのは日頃の鍛錬であ

ていって欲しい︒

全員出てくるので︑切磋琢磨し

てしまうのだろう︒今 場 所は

﹁いいんだ﹂という気持ちが出

竜電の休場で︑心のどこかで

幕下まで上がって欲しい︒

先場所３勝４敗 先場所は論外であった︒勝ちきれなかった︒今は勝つし

○○○○●●● 越しをして︑上位へと上がっていきたい︒

先場所４勝３敗 まずは怪我をしないように無理をせず︑少しずつ勝ち

先場所５勝２敗 負け越した分を取り戻し︑運良く勝ち越すことができ

○○○○●○● た︒今場所は三段目の上位から幕下を狙っていきたい︒

先場所４勝３敗 体は動いており︑もったいない取組もあった︒今場所は

○●●○○●○ 四番勝って︑堅実に番付を上げていきたい︒

負に挑め！

なければならない︒死ぬ気で勝

半でも勝てるようにしていか

自分をいじめぬいて︑本場所後

怪我の調子は良くなってきている︒今場所は︑体調を り︑自分に打ち勝って︑
人に言
先場所 休場
できるだけ万全に持っていって勝ち越しを目指したい︒ われて稽古をするのではなく︑

先場所３勝４敗 先場所は調子は良かったが︑勝ちきれなかった︒今場

●●○○●○● 所は勝ち越しをして来場所へと繋げていきたい︒

○●○●○○● いので︑五番六番勝つことを目標に頑張りたい︒

先場所４勝３敗 今場所は先場所よりも一番でも多く勝ちたい︒夏は強

●○○○○●○ 自身最高位なので︑勝ち越しをして更新していきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は調子が良く自分の相撲を取ることができた︒

○●●●●●● た︒今場所は気持ちを切り替えて相撲を取りたい︒

先場所１勝６敗 先場所は体は動いていたが︑自分の相撲が取れなかっ

●●○●●○○ なので︑絶対に勝ち越せるように頑張りたい︒

先場所３勝４敗 二場所連続で負け越しているが︑地元名古屋での開催

●●○○●○● いいので︑今場所は勝ち越せるように頑張りたい︒

先場所３勝４敗 先場所は力を出し切ったが勝ちきれなかった︒調子は

○●○●○○○ きた︒今場所は勝ち越して三段目に上がりたい︒

先場所５勝２敗 一番一番を大事に取っていったら︑大きく勝つことがで

●●●●●○● まうが︑気持ちを新たに勝ち越していきたい︒

先場所１勝６敗 先場所は焦りすぎて勝てなかった︒序二段に下がってし

一回一回のチャンスをものにしていきたい︒
○●○●●○● はないので︑

先場所３勝４敗 今場所は五勝したい︒チャンスはたくさんあるわけで

協会では相撲で言う関取の

番でも多く勝って︑勝ち越していきたい︒

今場所から復帰だが︑序二段からのスタートとなる︒
一

●○●●●●● して︑三段目に近づけるようにしたい︒

先場所１勝６敗 先場所は勝ちきれなかった︒今場所はまず勝ち越しを

先場所 休場

先 代 髙田 川 部 屋 から 仕 え

て︑小結・前乃臻︑小結・剣晃︑ 地位にある有資 格者であり︑

とめねばならない︒今後も︑髙

幕 内・鬼 雷 砲 ︑十 両・前 進 山 ﹁大銀杏﹂の技術向上に一層つ
︵現若者頭︶︑十両・大雷童︑そ

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。

大相撲七月場所

田川部屋の朝稽古見学にいらっ

式守勘太夫 の目

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）

公式ホームページ

一般会員

www.takadagawa.com

特別会員

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
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相撲の動きはラグビーの動き

い続けて︑そして多くの大銀杏

於 福岡国際センター

ホームページ

しゃいました︒

を結えるよう︑力士たちの活躍

して竜電と経験も豊富 だが︑ 田川部屋の力士たちの髪を結
愛がられている︑床山の床哲︒ 自分を犠牲にしてまでも力士

にも期待したい︒

﹁てっちゃん﹂の愛称で皆に可

き床山さんである︒

たちを優先してくれる愛すべ

平成25年 11月 10日より15日間

チケット発売は平成25年10月5日
ト発売は平成24年10月5日（土）より

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

と共通するところもあり︑翌日に

とはいえ︑昭和六十三年の入門

於 両国国技館

チケット発売は平成25年8月3日（土）より

発行者

は実際の選手が何名か訪れて力

以来︑今年で四十一歳になる︒

平成25年 9月 15日より 15日間

www.himawari-kikin.com

於 愛知県体育館

チケット好評発売中

髙田川部屋後援会事務局

士たちと稽古を行いました︒

お問い合わせ／行司 式守勘太夫

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成24年 7月 7日より 15日間
平成25年

大相撲七月場所
大相撲九月場所
大相撲十一月場所

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

四人マス席ご案内

会場は髙田川部屋 名古屋道場にて（会費制）

髙田川部屋千秋楽祝賀会

平成25年 7月 21日（日）午後6時開宴

2013年 6月24日
番付を上げて幕下の力士とも積極的に稽古を行う白鷹山。
怪我のブランクを超えて、今場所も上位を狙う。

乗︑大野城︑前大将の四名は五

多くの見学者に見守られながら稽古を続ける
髙田川部屋の力士たち︒名古屋場所での活躍が期待される︒

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

行事のご案内

第96号（通巻）
2013年（平成25年） 6月24日（月曜日）
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