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白鷹山が十八歳で幕下に昇進
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改名のご報告

木村和一郎 改め
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○○●●○○● 元九州の今場所でも︑勝ち越しを目指していきたい︒

先場所４勝３敗 先場所まで三場所連続で︑勝ち越すことができた︒地

○○○○●○○
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先場所４勝３敗 ここまで二場所連続で勝ち越しており︑今年最後の場

○●○●●○○ 所も勝ち越しで締めくくりたい︒
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四股︑
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先場所５勝２敗 今場所から幕下に昇進となる︒体調は万全で怪我もな

先場所５勝２敗 巡業で力をつけて︑本場所に活かしていきたい︒勝ち越

○○●○○●○ して︑幕下に戻れるようにしたい︒
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先場所２勝５敗 地元九州では大勝ちできるように頑張りたい︒体調は

先場所４勝３敗 先場所勝ち越せたので︑このままの勢いで︑今場所は

○○●○●●○ 五番︑六番と大勝ちを狙っていきたい︒

○●●●●●○ ので︑勝ち越して同期生に追いつきたい︒

先場所２勝５敗 先場所は自分の相撲を取れなかった︒今場所は地元な
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先場所５勝２敗 先場所勝ち越したので︑三段目に戻ることができる︒

休休休休休休休 られるところは鍛えて来るべき日を待ちたい︒

先場所休場 まだ本場所には出られないが︑体調を万全にし︑鍛え

●●○○●○● れば早めに勝ち越しを決めたい︒

先場所３勝４敗 三勝三敗だと千秋楽で負けてしまうことが多い︒でき

●○○○●●○ 整えて︑連続で勝ち越せるようにしたい︒

先場所４勝３敗 三勝三敗からぎりぎり勝ち越すことができた︒体調を

●●○●○●○ きっちり勝ち越して締めくくりたい︒

先場所３勝４敗 勝ち切れない相撲が続いている︒今年最後の本場所は

は地道な鍛錬により幕内力士

力を育成する場である︒自分

必ず社会生活に負けない精神

相 撲 部 屋は一つの家 族であ

皆頭が下がる思いだ︒

のようなオーラを纏った体をつ

の気持ちで身を立てようと思

そんななか︑休場中の竜電

まの勢いでいってほしい︒

くっている︒医師からのゴーサ

う者に︑我が部屋の門を叩いて

式守勘太夫 の目

インが出るのはいつになるのか

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。
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初幕下も浮かれたところは見せず、真摯に相撲に向き合う鶴乃湖。
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