▲

娯楽の殿堂
西スポ

左︶
引退する安藤なつの代打をかってでた見た目が邦彦︵
▲

▲

サルサのムーヴで
賀川を翻弄する小猪木

昨年末の西口タッグリーグ戦に
優勝した賀川照子＆安藤なつ組は
この西口プロレス九周年興行で西
口プロレス最強タッグ王座に挑戦が
決まったが、安藤なつが引退を表明。
代打に見た目が邦彦が決まった。王
者組のアントニオ小猪木＆ジャイア
ント小馬場組はストレスを抱えた。
月の開幕戦では賀川＆なつ組に
痛い黒星を喫し、それが尾を引き
優勝を逃した。かたや賀川組は好ス
タートから一気に優勝を果たした。
そのリベンジ戦で引退宣言。その憤
りを賀川＆見た目が組にぶつけた。
先発は小猪木と賀川。小猪木はサル
サのダンスのようなムーブで賀川を
いなす。賀川＆見た目がも得意のス
ピードで行きたいが、小馬場が遅く
動き、挑戦者組のペースにさせない。
場外戦からリングに戻ると挑戦者
組は合体攻撃で反撃を開始した。
見た目がが見せたフットスタンプ＋
サマーソルトドロップは会場がどよ
めいた。しかし、小馬場がカット。二
発目を狙ったところ、小猪木の延髄
斬りを喰らってしまう。最後は小馬
場のスーパー 文キックを喰らわな
いよう、小猪木のハンマースルーを耐
えた見た目がだったが、小猪木と踏
ん張り合いからクルクルとルーレッ
トのように回ったところを小馬場が
見た目がにジャストミート。すかさ
ず小猪木がトドメの延髄斬りをぶ
ち込み、王者組が説得力のある貫
禄の２度目の防衛を果たした。来
年は 周年。西口プロレスには再び
突き抜ける爆発をして欲しい。
▲見た目がはフットスタンプからのローリングセントーンでbi砲を攻める ▲賀川の必殺てるてるスープレックス
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文がジャストミート！

小猪木︵左︶
と見た目が︵
中︶
がクルクル回った！
小馬場のS
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→

▲最後は小猪木の延髄斬り炸裂！防衛を果たした！

→
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西口スポーツ

！

急上昇賀川、
惜しくも敗退

小猪木の小卍固め

▲クラッシュギャルズを彷彿とさせる西口女子の正拳突き
▲いつも以上に気合いの入る ▲ここぞの場面で小馬場の河津掛けが炸裂

４月号
口プロレスが創立９年目を迎えた。今回は西口タッグ王座をメインに、キャラシャッフ
ルマッチ、ルチャリブレ祭り、ハードコア選手権、４ＷＡＹマッチと見所満載！九周年第
一弾の次の第二弾はどんな内容になるか乞うご期待（新宿FACE カメラ：高麗燦）！

西

2010年

bi砲、
説得力ある
貫禄の防衛V2！
！

西口プロレス祝★９周年！

２・２３新宿大会
＞西口タッグ選手権
＜王者組＞ ＜挑戦者組＞
小馬場
賀
川
○小猪木ＶＳ見た目が●
※王者組が２度目の防衛に成功！

▼賀川(下)得意の原爆固めはロープブレイクだった！
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残
念

4・27 西口プロレス新宿FACE大会～ドタバタうるさい西口プロレス～

■日時：4月27日(火) 18:30開場 19:30試合開始 ■場所：新宿FACE ■料金： 指定席2500円 自由席2000円
■問合せ先 西口プロレス事務局：03-5308-1231 ■チケットぴあ ： 0570-02-9999 ■Pコード ： 816-068 ※当日500円アップ
１ドリンク制

3・28 bi砲風香祭FINAL 見た目が＆ばってん 4・ 4 グレプロ 4・18 真・下町
4・23 西口辻堂大会 4・19 西口DOOR中野ZERO大会 ※詳細は７面、もしくはHPでわかり次第発表します

▲

華麗なルチャの動きで観客を魅了する
タイガー︵上︶とシコデリコ︵下︶

超能力少年ダイジのエール橋本

ラブセクシー・ローズの
超能力少年ダイジ

ラブセクシー・乙羽屋の
ダーティー仮面

試合を決めたのはローズに変身した
D仮面の一斗缶ドロップキックだった

今回の九周年企画キャラクターシャッフルマッチ
が行われた。西口プロレス内のキャラクターをそれ
ぞれが演じ、ファイトするという試合だ。まずはチ
ーム編成はラブセクシー・ローズが超能力少年ダイ
ジを演じた“ローズ”の超能力少年、超能力少年ダ
イジがエール橋本を演じた“ダイジ”のエール、ラブ
セクシー・乙羽屋がダーティー仮面を演じた“乙羽
屋のダーティー”組対ダーティー仮面が扮したラブ
セクシー・ローズの“ダーティー”のローズ、エール橋
本が扮したラブセクシー・乙羽屋の“エール”の乙羽
屋、所々ジョージが扮した代々木健介の“所々”の健
介組の激突となった。この試合、面白いアイデアだっ
たが、会場の後ろから観てたら似すぎて誰がその
キャラに扮してるかが解らないのが、難点であった
が、それくらいＤ仮面のローズやエールの乙羽屋は
特徴を掴んでいた。力のない“ダーティー”のローズ
が回転吊り天井をした時は観ている客も力が入っ
た。成功した時の拍手は大きかった。“エール”の乙
羽屋の成り切り具合もよかった。逆に仮面を付け
てる“乙羽屋”のダーティー、“ダイジ”のエールは表
情が隠れてしまうので勿体なかった。かたや“ロー
ズ”の超能力少年と“所々”の健介は似ても似つか
ないところがツッコミどころ。ローズの体の大きさに
超能力は相応しくない違和感や所々の極端の身体
の差は爆笑を誘った。ラストは“ダーティー”のロー
ズが“乙羽屋”のダーティーに一斗缶ミサイルキック
を浴びせＦＩＮ。終わってみればやはり小さなロー
ズが大きいダーティーを倒した形となったが、西口
では小さなモノが大きいな選手をやっつけるという
のも西口らしさがあった。この企画マッチは面白かっ
たが、今度は実況のしやすさや新聞を読みやすく
する為に、演じる選手と扮する選手が被らない方
が観やすく伝えやすいかもしれない。要はローズが
ダイジでダイジがエールでエールが乙羽屋で乙羽屋
がＤ仮面でＤ仮面がローズでローズがダイジ…でな
く、この６人の出場選手以外の被らない選手だと、
より観やすくなる。次回のシャッフルマッチももう
少しシンプルにいくことに期待したい。

シャッフルマッチ！

ダーティー仮面の
ラブセクシー・ローズ

西口プロレス九周年企画ル
チャリブレ祭りが開催された。
まずはマスカラス兄弟といわ
れているデブ・マスカラス＆ブ
タ・カラス＆ヤセ・シコデリコ
組。対するはタイガーキッドを
始め、初登場が二人。カシミア
・マスクとホワイト・ベアだ。先
発は西口ジュニアヘビー級王者
のタイガーとヤセ。ヤセもタイ
ガーとルチャムーブで互角に
渡り歩き、王座次期挑戦を体
でアピールと言ったところか。
次にブタ・カラス対カシミア・
マスク。このカシミアは羊をモ 所々ジョージの代々木健介
チーフにしたファイトで太って
いながらもなかなか見事な動
きだった。次に兄マスカラスと
ホワイト・ベアの重量級対決。
だが、マスカラスとブタ・カラス
は兄弟の絆を活かし、合体空
中技に作戦を転じた。そこか
ら全員の空中戦に試合が動き
エール橋本の
出す。最後６人目のダイブを
狙うブタ・カラスがホワイト・
ラブセクシー・乙羽屋
ベアに阻止され、雪崩式ブレー
ンバスターを喰らってしまう。
己の体重でもダメージを負っ
てしまったブタに追い撃ちを
掛けるかの如く、虎のダイビン
グボディプレス、熊のスワント
ーン、最後は羊がカシミアのマ
スクを脱ぎ捨ててのラリアッ
トが決まり、虎熊羊のケモノ
軍がマスカラス三兄弟を撃破
し勝利した。

ヤセ・シコデリコ デブ・マスカラス ブタ・カラス
▲

巨体ながらマスカラス︵
右︶
はフライング
クロスチョップをベアー︵
左︶
に叩き込む

D仮面のマスクを過って脱がしてし
まったが﹁
やってねぇよ﹂
の一言

メリーポピンズ

▲

サイコクラッシャー

セクシー DDT

９周年企画!豪華!覆面６人タッグマッチ!
難なく高度な関節技カンパーナを
披露するシコデリコ

▲カシミアは生まれたての子羊のように
ガクガク震えてB・カラスに膝を落とす！

超能力

２・２３新宿大会
＞９周年記念キャラシャッフル６人タッグマッチ
“所 々”の 健 介
“ダイジ” の エ ー ル
“エ ー ル”の乙 羽 屋 VS “ローズ”の超能力少年
○“ダーティー”のローズ
“乙羽屋”のダーティー●

ホワイト・ベア カシミア・マスク タイガーキッド

←

▲逆立ちの要領でケリを見舞うカシミア

▲

▲

タイガーのダイビングボディプレス↓ベアのスワントーンボム↓最後はカシミアのラリアットで試合に終止符

←

＞９周年記念ルチャリブレ６人タッグマッチ
○カシミア
シコデリコ
ベ
アＶＳカ ラ ス●
タイガー
マスカラス

▲

ボディスプラッシュ

串刺し

ドロップキック

哀れ…じっちゃん

マコガレイチョップ
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▲トリプルのドロップキックにじっちゃん吹っ飛ぶ
昨年秋くらいから世界のうめざわ
は勝ち星が一気に少なくなってきた。
かつては西口プロレスヘビー級王者に
２度君臨、タッグ王座も獲得して連
続防衛記録 も未だに破られていな
い。 年にはタッグリーグ戦も優勝し
て西口を引っ張ってきた。そんな男が
連敗続きで昨年タッグリーグ最下位、
世界のうめざわには、ウメマニアファン
が多いのに期待を裏切る結末が多い。
今回は４ＷＡＹマッチ。４人で同時に
闘うが、バトルロイヤルのように勝ち
残りでなく、誰かが勝った時点で試合
は終了するルールだ。出場選手は世
界、アブドーラ・ザ・ブッチャン、けん
ちゃん、じっちゃん。試合はベテランの
世界がリードする。小気味よいリズム
で小技を繰り出し、第一試合のムー
ドを一蹴する勢い。特に鶴見五郎式地
獄突きは観客を沸かせた。だが４ＷＡ
Ｙマッチはいつまでも自分のペースでは
闘えない。共闘、裏切りの繰り返し。信
じる者は己だけだ。巨体のブッチャン
もリングを沸かせた。けんも得意の風
任せで応戦。この頃、スタミナ切れの
じっちゃん。試合を再びリードし始め
た世界はじっちゃんに照準を絞り、大
歓声の中完璧な稲妻レッグラリアット
炸裂。だが、トドメの倒れ込み式頭突
きを交わされてじっちゃんに逆転負
け。今回も世界は負けてしまった。試合
内容ではまだまだ引き付ける力のあ
る世界。再び、西プロをリードできる
存在に復活して欲しい。ほんのちょっと
の心の切り替えで良い筈だ。世界が負
けたことにより、肩を撫で下ろしてし
まったファンも多いはずだ。
ブッチャンの毒針エルボーで
じっちゃんは大ダメージ
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！

どうした世界、
三平、ハードコア選手権、
第
一
試
合
大
コ
ケ
！
！
まさかの連敗続き 焙煎の９年間の実力
またも問題発生！

紙鉄砲 ピス ト ル

洗濯バサミが三平の口や鼻を襲う

各所で得意のシッペを繰り出すヤング

焙煎の強烈なエルボーで顔が歪むばってん ９周年を飾るに相応しい第一試合。
肉体と肉体のぶつかり合いを期待され
た。焙煎ＴＡＧＡＩとばってん多摩川
は約１年半前に茨城の鉾田大会では
名勝負を残した。試合はばってんの奇
襲攻撃から始まった。新人らしい素晴
らしい好ファイトだったが、よかったの
はここまで。この直後二人の長き舌戦
が試合のリズムを狂わせてしまった。
この不穏な空気のまま 分弱試合
を展開。ようやく試合らしくなったの
は終了１分前の焙煎の張り手からの
ミドルキック、原爆固め。フィニッシュに
ブルドーザーだった。興行の第一試合
焙煎は９年の格の違いを見せつける
は大事なのは西口の大会では解ってい
るはず。ばってんは新人だから百歩譲っ
ても、焙煎は９年のキャリアとプロレス
団体バトラーツでも活躍する程の選手
だ。９周年でばってんにキャリアの差を
見せつけて観客を唸らせる闘いをやら
なくてはいけなかった。ばってんもグレ
ートプロレスや真・下町プロレスで活
躍する西口ドアのエース。これからは
今後、大事な試合という自覚を持たな
ければならない。ばってんよ、殻をブチ
焙煎のラリアットがクリーンヒット
破れ。ドアを開け、新人らしく。先輩超
えをどんどん果たせ。次のばってんの試
合︵関連４、５面︶に期待したい。

焙煎のジャーマンスープレックスは
なんとかギリギリで返したが

トライアングル
スコーピオンで勝利を確信
したアレン︵
右︶

▲

腰に爆弾を抱えながらもじっちゃんは
珍しく空中ダイブを敢行した

馳狭

初登場の馳狭。
得意の はせ せまし
裏投げにいくも重す
ぎて持ち上がらない！

次鋒戦は全西軍から小馬場、新西軍から橋本深夜バスが
登場。試合は深夜バスがキックで攻めるれば、小馬場はスロー
な動きで相手を翻弄。深夜バスはイラだち、一気呵成とフライン
グニールキック、DDTをきめる。とどめとばかりに、垂直落下式
DDTの体勢に入った瞬間、小馬場が掟破りのDDT返し。
小馬場はそのままの勢いで11文キック、河津落とし、スーパー
16文キックとつないで勝利した。(カメラマン：TPG金子)

もうあとがない新西軍。負ければ、全西軍の勝利
が確定。連敗を止めたい新西軍からはタイガーキッ
ド。全西軍からは西口屈指のヘビー級のユダン・ハ
ンセン。試合は得意のスピードで向かっていったタ
イガーだったが、ヘビー級の壁は厚く、最後はユダン
のウエスタンラリアットでジ・エンド。これで新西軍の
負けが決まってしまった。(カメラマン：TPG金子)

大将戦は全西軍からブルーザー・デブロディ。
新西軍からは初登場となるチャントシロ猪木。この
チャントシロ猪木、プロレスを知らないのか、わざとな
のか出す技があべこべ。すべての技が間違ってい
る。観客席からも思わず「ちゃんとしろ！」と野次にも
似た声援が飛ぶ。試合は、体格差でリードしている
デブロディが終止圧倒。しかし最後はチャントシロ猪
木が逆転のチョークスリーパー。そして、起き上がっ
たデブロディに延髄切り２連発。新西軍に貴重な勝
ち星を獲得した。しかし、結果的には対抗戦は全西軍
の勝利で終わった。(カメラマン：TPG金子)

負けが確定した全西軍。こうなれば一勝でもした
いところ。勝ち星に燃える新西軍からはグッドニュー
ス・アレン。全西軍からは三沢が光晴。試合は古き
良きプロレス技で攻めるアレンだったが、テクニシャ
の光晴の前に歯が立たず、最後は必殺のタイガース
ープレックスホールドに沈んだ。
(カメラマン：TPG金子)

2・18小山大会《ROUND87》
＞シングルマッチ
○小馬場(全西軍) VS 橋本深夜バス (新西軍)●
※全西軍2勝0敗、新西軍0勝2敗

2・18小山大会《ROUND87》
＞シングルマッチ
○光 晴(全西軍) VS アレン(新西軍)●
※全西軍4勝0敗、新西軍0勝4敗

全西口プロレスと新西口プロレスの軍団対抗戦
が栃木のROUND87で行われた。今回のカードは
会場にいるお客さんのくじ引きにより対戦カードが
決まる方式だ。先鋒はブッチャン(全西軍)と今回が
初登場となる馳狭(新西軍)。最後はブッチャンの必
殺技 毒針エルボーで初登場を黒星で塗った。
(カメラマン：TPG金子)

小馬場に惜敗！

2・18小山大会《ROUND87》
＞シングルマッチ
○C猪木(新西軍) VS デブロディ(全西軍)●
※全西軍4勝1敗、新西軍1勝4敗
対抗戦は全西軍の勝利に終わった！

にいくも返されてしまう

ゲスト解説

▲記念大会の第一試合だったが焙煎(右)
はばってん(左)を引っ張ることができず…

ばってんの次回の活躍に期待だ
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▲インディアンデスロックにいくも入り方が違う！

橋本深夜バス

最後は光晴の
必殺タイガースー
▲ユダン・ハンセン(左)にタイガーキッド(右)が挑んだ プレックスホールド

▲ 垂直落下式DDT

歌手 佐藤ひろこ

先鋒・馳狭散る
！ 次鋒・橋本深夜バス！
▲

２・２３新宿大会
＞シングルマッチ
○焙 煎ＶＳばってん●

▲必殺ブラックマンデーも ▲ばってん得意のアイダホ・
決め手とはならなかった ミネソタ・ミシシッピエルボー

2・18小山大会《ROUND87》
＞シングルマッチ
○ユダン(全西軍) VS タイガー (新西軍)●
※全西軍3勝0敗、新西軍0勝3敗
早くも全西軍が対抗戦勝利!

2・18小山大会《ROUND87》
＞シングルマッチ
○ブッチャン(全西軍) VS 馳 狭 (新西軍)●
※全西軍１勝0敗、新西軍0勝１敗

王者三平×２対挑戦者ラブセク
シー・ヤングのハードコア選手権試
合ゴミ捨て場リサイクルデスマッチ。
捨ててあったものを使って攻撃でき
る。反則、場外戦アリのルールに各
４つのコーナーに２つずつ、計８つの
ゴミ袋があり、その中に入ってるゴ
ミが使えるルールとなる。いわゆる
そのゴミが凶器となるのだ。王者三
平が選んだ袋からはまずはチェーン。
有効な凶器に三平が先手を握る。一
方、ヤングが選んだ袋からは紐付き
洗濯ばさみ。顔面に挟んで引っ張る
荒行為に出た。三平はピストルを出
した。だがこれは玩具のピストルにヤ
ングも一安心。かたやヤングは紙鉄
砲。これは新聞紙がくたくた過ぎて
不発に終わる。次にヤングはメンコを
叩きつけた。三平は虫眼鏡を出す。や
はり会場の明かりだと焦がすのは弱
い。威力を確認する為に三平は虫眼
鏡を覗き込んだ。いくら太陽よりは
はるかに軽いライトでも光を覗き込
んではまずい。三平はもんどりうっ
た。何とかヤングの技を逸してレフェ
リーのガラ林をも利用した６１９で
三平が反撃開始。インスタントラー
メンを取り出してそのまま殴打。リ
ング、会場に破片が飛び散り大惨事
となった。ヤングは剣道の面で防御に
出たが、三平は今度は大量のコショウ
を撒き散らし、ヤングは眼にダメー
ジ。反則アリでも流石にガラが試合を
ストップし、三平が４度目の防衛に成
功した。この後、コショウが会場にも
飛び散りクレーム。掃除に進行が妨
げられ、三平は９周年記念大会とい
う舞台でまたも問題の爪痕を残して
しまった。れてしまった。

最後は必殺ブルトーザーでしとめた

▲

中堅・ユダン！タイガーから勝利！副将・アレン！新西軍 大将戦で唯一の勝星！
チャントシロ猪木登場！
全西軍早くも勝利確定！ に勝利もたらせず…
▲

【西口激闘ダイジェストⅠ】

▲
▲

２・２３新宿大会
＞４ＷＡＹマッチ
○じっちゃん ＶＳ 世 界●
※じっちゃんが優勝！
あと二人はブッチャン、けん！
▲輪島を彷彿とさせる世界の
ゴールデンアームボンバー

▲

▲

▲

▲じっちゃんは立て続けに対角線の攻撃を受けることに！じっちゃん大ピンチ！

▲

VS

乾麺をぶつえるも剣道の面できかず

けんちゃんはブッチャンのお腹を噛み付く

▲

▲

▲剣道の面のすき間からコショウの嵐
リングの清掃中もヤングは起きず

▲

２・２３新宿大会
＞ハードコア選手権リサイクルマッチ
＜王者＞
＜挑戦者＞
○三 平 ＶＳ ヤング●
※三平が４度目の防衛に成功！

▲チェーンとは反対の腕で
安全式チェーンラリアット

▲
▲
▲

【西口激闘ダイジェストⅡ】

西口プロレスの各地転戦は今年はやや少ないようだが、内容は凄い。横綱白鵬の結婚式、大宮では
ザ・ドリフターズの仲本工事の前でバトル。乱入者に大関琴光喜、女子プロレスラーのジャンボ堀、キッ
クボクサーの我龍真吾。リングアナは全日本プロレスの木原文人。凄い顔ぶれだ。焙煎はバトラーツで
タイガー・シャークと激突やＴＲＩＢＥＬＡＴＥでは小猪木が生バンドでブルースを歌ったり、もの凄
い大会が目白押しだった。

結婚式で白鵬、琴光喜、ジャンボ堀の超重戦車チョップ炸裂！
▲ 久々のローズ戦に気合いの入っていた小猪木

2・21赤羽橋大会
《白鵬結婚式》
＞6人タッグマッチ
世 界
ヤ ン グ
小馬場ＶＳＬ乙羽屋●
○小猪木
ロ ー ズ

▲新婦の前で新郎・白鵬がチョップを見舞うハプニング ▲最後は小猪木の華麗な人間橋で結婚式に花を添えた
朝青龍が突然の引退で一人横綱になった白鵬翔の結婚披露宴の二次会が行われ、西プロの試合が行われた。
白鵬は西プロが大好きで白鵬の記念イベントでは大体西口が呼ばれ披露する。今回も白鵬と交流の深い、小猪木を
始め、世界、小馬場、ローズ＆乙羽屋＆ヤングが出場した。中盤の場外乱戦ではお約束のように白鵬の前で大乱闘。
白鵬のチョップでみんなが吹っ飛んだ。続いて大関・琴光喜、１80センチ女子レスラーのジャンボ堀のチョップもくら
い、全員がグロッキー。小猪木が乙羽屋を捕まえ、トドメの原爆固め。最後はエハラマサヒロ（吉本興業）、猫ひろし（W
AHAHA本舗）、安田大サーカス、ビーグル３８、みょーちゃん、アラマテラピン、オジンオンズボーン篠宮（以下、松竹
芸能）らも登場し、白鵬夫婦と記念撮影。楽しい宴となった（カメラ：吉瀬晶子）。

だったが、思いもむなしく乙羽屋＆ボウズの
ラブセクシー軍団の乱入により反則裁定！

07年６月以来の小猪木対ローズの一騎
打ち。鈴鹿大会以来だ。この時は小猪木が
二連敗を喫している。小猪木は雪辱に燃え
る。今回はなんとリングコールに全日本プロ
レスリングアナの木原文人（全日本プロレス
）がコール。更に認定証を読み上げたのはＫ
－１戦士で現ＷＭＦ世界ライトヘビー＆Ｕ
ＫＦ世界ライトミドル級二冠王者の我龍真
吾。客席には立会人の仲本工事（イザワオ
フィス＝ザ・ドリフターズ）がいた。試合は乙
羽屋、ボウズが早々に乱入。ポーク林の制
止を振り切るとローズ。この豪華な試合の内
容に相応しくないと反則を裁定した。この後、
６人タッグで激突した（カメラ：有元英子）。

２・２１大宮大会《御神輿連合会》
＞第48回チキチキ関神カップ争奪戦
◇小猪木ＶＳローズ◆
※小猪木が獲得した！

仲本工事が西口マットに立った！ リアルジャパンプロレス勢を前に焙煎頑張る！
急遽6人タッグマッチが勃発！
みんなで数珠つなぎ式のヘッドロック

▲

２・２１大宮大会
《御神輿連合会》
＞６人タッグマッチ
ブッチャン
ボ ウ ズ●
小 馬 場ＶＳＬ乙羽屋
○小 猪 木
ロ ー ズ

▲ K-1ファイターの我龍真吾
はプロレス初体験ながら
巨体のボウズをジャイアント
スイングでぶん投げる

小猪木対ローズの久々の一騎打ちが反則決着で納得のいかない両軍は６人タッグで対決した。試合はＫ－１喧嘩師・我
龍真吾（ファイティングマスター）が乱入を虎視眈々と狙っている。我龍は現ＷＭＦ世界ライトヘビー＆ＵＫＦ世界ライトミド
ル級二冠王者だ。元暴走族なだけあって、怒らせたらヤバい。中盤過ぎに我慢出来ずに乱入してきしまった。乙羽屋をまず蹴
散らすと、最後はラブセクシー・ボウズにマシンガンキックが炸裂。それを見ていた小猪木が隙を盗み、そのままフォールし勝
利。我龍が試合の主役を掻っ攫った。最後に立会人の仲本工事（ザ・ドリフターズ＝イザワオフィス）が西口マットにリングイン
し、軽く挨拶をした。この日の大会も西口プロレスにとって忘れられない大会となった（カメラ：有元英子 ※仲本工事の写真
は事務所の都合により掲載できません。ご了承下さい）。

バトラーツの団体でリアルジャパンプロレス勢
のカードに焙煎が加わった。焙煎＆間下隼人（リ
アルジャパン＝以下ＲＪＰＷ）組対タイガー・
シャーク（ＲＪＰＷ）＆斎藤彰文（ＲＪＰＷ）組
だ。間下と斎藤は昔から名勝負を残すよきライバ
ル同士。焙煎は１月のＢルールトーナメントで斎
藤から勝利している。このＲＪＰＷのライバル対
決に加わりたいところだ。タイガー・シャークはこ
のメンバーからだと少し秀でている先輩格で、キ
レのある名レスラーだ。やはりシャークは後輩の
見せ場など与えずに立ちはだかった。間下も頑
張ってシャークの技を盗み、仕掛けたものの逆に
▲リアルジャパン勢にまじっても芸人魂で存在感を出す焙煎
返され、最後は間下がシャークデスバイロックに
３・１４北千住大会《バトラーツ》
敗れてしまった。焙煎も次はシャークにシングル
＞タッグマッチ
で挑みたいと意気込みを見せた試合だった（カ
彰
文(RJPW)
間下(RJPW)●
メラ：有元英子）。
○シャーク(RJPW) ＶＳ 焙
煎

小馬場、Ｓ16文で乙羽屋粉砕！ 焙煎vsブッチャン、異色対決実現！
▲ 最後は伝家の宝刀小馬場の

２・２１大宮大会
《御神輿連合会》
＞シングルマッチ
○ブッチャンＶＳ焙 煎●

スーパー16文キックで乙羽屋を撃破！

２・２１大宮大会
《御神輿連合会》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳＬ乙羽屋●

西口ＤＸで鈴木みのるや高山善廣と闘ったブッ
チャンとプロレス団体バトラーツに出場中の焙煎が
注目の一騎打ちを行った。ブッチャンは早くも流血。
流血にもめげず、地獄突きから毒針エルボーに行
くも交わされる。焙煎が反撃。追っかけ式チョップや
ブルトーザー、強烈なハイキック、人間風車をお見
舞いした。だがブッチャンは急所攻撃、噛み付きと
反則攻撃をする。焙煎は起死回生のラリアット。し
かしカウンターの地獄突きで動きを止めた後、山
嵐から毒針エルボーでトドメを刺して、この試合、
ブッチャンに凱歌が上がった（カメラ：有元英子）。

ジャイアント小馬場対ラブセクシー・乙羽屋の一騎打ち
が行われた。この二人の一騎打ちも久々である。ある意味、
手の内を知り尽くした者同士の闘いだ。小馬場の遅さに業
を煮やした乙羽屋はチョップを叩き込んだり、大江戸アル
ゼンチンやセクシーＤＤＴを畳み込む。小馬場も反撃を
開始する。ジャイアント馬場殺法で追い詰めると最後はス
ーパー16文キックが綺麗に決まり、乙羽屋を葬った。また
二人の一騎打ちを見たいものだ（カメラ：有元英子）。
▲焙煎に顔面をフルスイングで蹴り上げられ、異常なまでに悶絶するブッチャン

つねお、小猪木に完敗！試合後、ブルース熱唱！ 見た目が悪を倒せず！ ばってん決めた！アイダホ！
ミネソタ！ミシシッピ！
▲

試合後GENTARO︵
右︶
が
試合メンバーに説教をした

３・１３新宿大会
《TRIBELATE》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳつねお●

グレプロのヒール軍団BGPは
セコンドの介入で相手組を挑発

▲

西口ドアのエースのよしえつねおが小猪木と対戦し
た。プロレスラー吉江豊の兄としてプロレスセンスも発
揮したいところ。だが、キャリアの差で勝負してくる小猪
2・25新木場大会《グレプロ》
木に対し、つねおは間合いが取れない。やはり、パワー
＞6人タッグマッチ
2・25新木場大会《グレプロ》
で活路を見出だす。つねおも激しく当たり、ダイビング
○Ｂ Ｇ Ｐ － Ｕ Ｚ(フリー)
見 た 目 が 邦 彦
＞6人タッグマッチ
D・たけむらこういち(フリー) VS 新 宿 鮫 ( フ リ ー )
桂ヤスヒロJr(グレプロ)
エルボーを交わされたところ、最後は延髄斬りで小猪
○ば っ て ん 多 摩 川
G 石 島 (ガッツワールド)
竹嶋健史(バトラーツ)●
ＧＥＮＴＡＲＯ(フリー) VS 小仲＝ペールワン(666)
木がアッサリ勝利。つねおも小猪木の胸をどんどん借
３ ２ ６ ( フ リ ー ) ●
タコ乳頭”(グレプロ)
グレートプロレスにレギュラー参戦中の見た目が邦彦。今
りて間合いや圧力、駆け引きを多いに学んで欲しい。
このメンバーの中ではプロレスキャリアのないばってんが相手組から集中
二人はＴＲＩＢＥＬＡＴＥのバンドとコラボし、ブルー 回見た目がはベテランの新宿鮫(フリー)とプライベートでも 攻撃を受ける。得意のアイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボーを狙うも、肝心
スを歌い会場を盛り上げた。実況解説のエールとユン 親しい竹嶋健史(バトラーツ)と組んで、ヒール軍団BGPと激 なところで邪魔が入る。最後はタコ乳頭”(グレプロ)の墨攻撃を受けた326
突した。試合はまだ経験の浅い竹嶋が終始BGP軍に捕ま
(フリー)に三度目の正直でアイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボー。見事自
ボは二人に爆笑し脱帽した（カメラ：吉瀬晶子）。
▲身をもって、つねおに魂のプロレスを叩き込む小猪木

り、途中見た目がが盛り返すも健闘むなしく竹嶋が黒星を献
上してしまった。(カメラマン：山口裕子)

ら勝利をもぎとった。見た目がの見た目がクラッチ同様、対プロレスラーの必
殺技としてこの技は有効なようだ。(カメラマン：佐藤謙介)

【西口激闘ダイジェストⅢ】

西口ドアタッグリーグ戦が明けた今大会。優勝組のばってん＆つねお組は代々木健介
＆オバマ・ミキ組と激突した。相手にされなかったｎＷｄが反撃開始した。そして今
回、ドアにくりう達也、キラ☆アン、青木美沙子がデビュー。どんどん増殖する西口ド
ア。目指すはいずこに？そしてまだまだ増え続ける…!?（カメラ：西岡洋子）

最後は健介の高角度パワーボムで
のびたばってんにミキのダイビン
グボディプレスがきまり不覚の
スリーカウント

ヨヨケン大暴れ！立ち向かえ、ばっつね！
▲

▲健介の強烈なセントーンがつねおに炸裂

２・２８中野坂上大会《西口DOOR》
＞タッグマッチ
つ ね お
○オバマ・ミキ(モカボーイ)
健
介ＶＳばってん●

西口ドア新春タッグリーグ戦を制したばってん
多摩川＆よしえつねお組。優勝者に代々木健介
が挑んできた。健介は西口本興行のタッグリーグ
戦中に欠場し、腰痛が悪化した為、長期欠場を宣
言したばかり。ドアならリハビリがてらにとドア優勝
者組もナメられたもんだ。ばってんは焙煎戦（関
連３面）の汚名も返上したい。健介のパートナー
はオバマ・ミキ（モカボーイ）。ミキは元キックボク
サーとして活躍していた。ナメられたばってん＆つ
ねおは何としても体調万全でない健介の首を狩り
たいところ。だが、健介の壁は厚く、ばっつねは小
柄な店長に照準を絞った。たまり兼ねた健介が反
撃開始。ばっつねをなぎ倒す。復活したミキも口か
らの流血にもめげず耐えて逆襲のハイキック。健介
がアシストに追撃の重量級セントーンにサマーソ
ルトドロップ。最後は巨体のばってんにトドメの殺
人パワーボム。最後はミキのダイブでばってんを
フォールした。手負いの健介とは言え、あの巨体に
挑むのであれば、つねおも一日二試合（アン戦）
をやらずに、このメインに集中して欲しかった。ま
▲モカボーイ店長の だまだ甘い西口ドア。ばっつねも今回のように本興
行メンバーに立ち向かって欲しい。
オバマ・ミキ

▲チキン林レフェリーの注意もむなしくnWd軍は
総がかりで岩ちゃんマンをこれでもかと攻める

▲糸賀(左)の得意のケンカキックが岩ちゃんマン(右)の顔面を襲う

２・２８中野坂上大会
《西口DOOR》
＞シングルマッチ
○糸 賀ＶＳ岩ちゃん●

新春タッグリーグ戦で優勝を逃した糸賀清和。09年は負けなしで来たが、ビッグタイトルを逃した怒りは計り知れな
い。心機一転、ばってん、つねおの首を狙うつもりが、ばっつねコンビは健介やアンを相手にこの２月大会のカードに
挑んだ。糸賀の相手はみんな大好き岩ちゃんマン。ドアでは先輩にあたるが、スポット参戦しかしない岩ちゃんマンとは
いつの間にかポジションが逆転。糸賀はまるで子供扱いで痛め付ける。力は歴然。試合は３分半、シャイニングケンカ
キックで仕留めた。ただ今回の岩ちゃんマンもよかった。運動神経があるから戦力にはなるはず。ここで目を覚まして
糸賀に立ち向かうか、今のまま中堅処のスポット参戦のままで終わるかが注目される。糸賀は糸賀でシングルでの実
績は残した。怒りの逆襲始まってる。煮え繰り返る糸賀の怒りはばっつねに向けられた。

大川興業復活！世界のアイドル青木美沙子デビュー！ ｎＷｄの逆襲開始！マジックに誘いの魔の手!?
青木︵中︶は大ピンチ

工藤︵左︶と三好︵右︶に囲まれた
▲

２・２８中野坂上大会
《西口DOOR》
＞６人タッグマッチ
○マ ザ ー
ぽ っ ぽ
ガソリン ＶＳ Ｓカブキ●
け
ん
マジック

▲ nWdの勧誘を拒否したMr.

←

マジック(左)だったがその
マスクの下の表情はわからない！
今後の行動に注目！

▲最後は青木(中)に加え、ことね(左)とわか(右)でビューティー
ペアの「かけめぐる青春」を熱唱！
大川興業のベルセルク三好と工藤がドアにＵターンしてきた。ドア１月
大会でリングガールとして登場した青木美沙子は海外でも有名なタレン
ト。外務省任命のポップカルチャー発信使（通称カワイイ大使）として活躍
する。カワイイ路線をゆく美沙子に大川軍の標的は決まった。美沙子を汚
して襲おうという魂胆だ。それを救出したのはわかとことねのキャットファイ
ターズ。その間、美沙子は脱出。わかとことねの攻撃が開始された。だが、
大川も男のパワーとセクハラ攻撃。女子コンビは絶対絶命になってしまっ
た。だが、ここで今度は美沙子が救出。ムチで痛め付けたところ、三好と工
藤の誤爆を誘い、見事女子チームが勝利した。

２・２８中野坂上大会《西口DOOR》
＞2対3変則タッグマッチ
○美沙子
工藤(大川興業)
ことね ＶＳ
三好(大川興業)●
わ か

どうする？ Mr.マジック！
！

タッグリーグを相当、掻き回したｎＷｄ軍のけんちゃんと
坂本ガソリン。マザー・コングとトリオを組んで６人タッグに
挑んだ。前大会より参戦中のプロレスラーのＭｒ．マジック
にキャラクター選手のザ・シロート・カブキにミスターぽっぽ。
ｎＷｄ軍は連係技を駆使、相手を翻弄する。終盤は中途半
端なファイトだったシロート・カブキに照準を絞るも粘られる。
Ｓ・カブキには今日くらいのテンポとリズムと粘りで試合をし
て欲しいが、最後はｎＷｄのトリプルパワーボムに捕まり試
合終了。この後、ｎＷｄはマジックに対し「しょっぱい正規軍
と訣別してｎＷｄに加入しないか!?」と勧誘したが、マジック
は拒否。諦めないｎＷｄはマジック潰しに出るのか、それで
▲最後はSカブキがnWdの ▲マザー(下)の怪力でS
トリプルパワーボムに沈んだ カブキ、天井に頭を痛打! も誘い続けるのか注目である。

長身女子プロレスラー、キラ☆アン西口ドアデビュー！ Ｗ三沢、完勝お預け！
▲ 西口ドアの門番として

２・２８中野坂上大会《西口DOOR》
＞シングルマッチ
○ア ンＶＳつねお●

１70センチ長身女子レスラーのキラ☆アンが西口デビューを果たした。アンは焙煎がスカ
ウトしたらしい。アンはプロレス団体でも活躍し、キャットファイトにも出場している。だが、西口
ではどうか。新人査定マッチみたいな形でよしえつねおが胸を貸したが、つねおは女性相手
だと下心丸出しで暴走する悪い癖がある。今回もやはりそうだった。セクハラで追いかけ回す
つねおに、長い足でのハイキックが決まり、そこからの丸め込みでつねお退治に成功。この日
はつねおは大事なメイン（代々木健介とのタッグ戦）を控えているのに、こんな試合内容とは
メインに心配がよぎる。マッチメイクも一日二試合はもう少し、考えてあげないと大事な試合も
ぼやけてしまう。どちらも勝ち星どころかスタミナを考え、好勝負すらできなくなるのは否めな
い。そしてアン、青木美沙子とまたま女子が加入。女子が徒党を組むのか、女子内でも戦争
の火花が散るのか注目である。

手応えあったか!?まだ迷走か!?箕島大樹キャラ探し！
２・２８中野坂上大会
《西口DOOR》
＞シングルマッチ
○プリマＶＳ箕 島●

▲ 箕島(右)はプリマ(左)に
渾身のラリアット！
早く殻を破って欲しいものだ

▲最後は試合キャリアの差がでたか
プリマが余裕の表情で箕島を下した

プリマ・リエはバレエ殺法では西口マットで好成績を納めており、新人の中でもなかなか
よいポジションを掴んでいる。かたや今回の対戦相手はキャラクター迷走中の箕島大樹。
今回は同じ新人のプリマに勝って、一選手として箕島大樹を見せ付けたいところだったが、
プリマの試合運びに安定感が出てきた。間の悪い箕島はプリマ相手でなく、一人苦戦相撲
を取ってる感じだ。最後はヒップドロップからのフォールでプリマが勝ったが、箕島はまず、己
に勝つことから始めないと、誰にも勝てない。迷走から脱却なるか。箕島大樹頑張れ。

▲西口ドアデビューを果たした久利生達也(左)！
今後の活躍に期待したい！右はミニ沢！

▲ヤングに光晴︵上︶はタイガードライバーを見舞う！右はミニ沢！

アン(下)の相手を務めた
つねお(上)

２・２８中野坂上大会
《西口DOOR》
＞タッグマッチ
○ミニ沢
久利生達也
光 晴ＶＳヤ ン グ ●

新春タッグリーグ戦では散々な結果だった三沢が光晴＆ミニ沢ミニ晴のダブル三沢。今回はヤングと久利生。久
利生は学生プロレス出身。西プロとは手負いのシンやカルク・ホーガンのリングネームでも活躍していた。社会人に
なった今、学プロＯＢとして西口マットに登場した。Ｗ三沢にとってはつまらぬ結果しか出せなかった汚名を返上した
いところ。今回、序盤はミニ沢と久利生のテクニシャン対決で好勝負を展開。久利生は基本は出来てるが、西口の慣れ
ないマットに技が空回りし、三沢組に先手を取られてしまう。たまりかねたヤングが見本見せようと意気込むがヤングが
三沢組のダブルローリングエルボーで失神した。久利生のカットで助けられるが、ヤング全く動けず…。名誉挽回に孤
軍奮闘する久利生はミニ沢に華麗な延髄斬り。ミニ沢はタッチ権を持ってるヤングの上に倒れ込み、カウント３。久利
生に喝を入れようとしていたヤングは大醜態。久利生は基礎がしっかりしてるだけあって、今回は空回りしたが、次回の
久利生の参戦はベーシックのないドアにいい刺激になるだろう。Ｗ三沢も今回は完勝はお預け。勝者なき試合で４選
手の課題が浮き彫りにされた試合だった。次回に期待したい。

【結果表】

【リングサイド紹介】

＞ハードコア選手権試合ゴミ捨て場リサイクルデスマッチ
＜王者＞
＜挑戦者＞
○三平×２（８分41秒 レフェリーストップ）Ｌ・ヤング●
※三平が４度目の防衛！コショウをバラ巻き、レフェリーストップ！
客からのクレームと掃除に６分半以上掛かり、問題発生！

＞シングルマッチ
＜全西軍＞
＜新西軍＞
○Ａ・ブッチャン（5分43秒 体固め）馳 狭●
※毒針エルボーからフォール！
馳狭が初登場！
＞シングルマッチ
＜全西軍＞
＜新西軍＞
○Ｇ 小 馬 場（7分5秒 体固め）橋本深夜バス●
※スーパー16文キックからフォール！

＞シングルマッチ
＜全西軍＞
＜新西軍＞
○三沢が光晴（6分58秒 猛虎原爆固め）Ｇ・アレン●
※タイガースープレックスからフォール！
＞シングルマッチ
＜新西軍＞
＜全西軍＞
○Ｃ猪木（8分16秒 体固め）Ｂ・デブロディ●
※延髄斬りからフォール！新西軍唯一の勝ち星！
チャントシロ猪木初登場！対抗戦は全西軍が勝利！
桶川・上尾御神輿連合会
『上尾・桶川神輿連合新年会～第48回チキチキ関神ＣＵＰ～』
埼玉・大宮道山閣
平成22年（2010年）２月21日（日）
試合開始13時（観衆＝200人超満員）
＞シングルマッチ
○Ａ・ブッチャン（４分50秒 体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※毒針エルボーからフォール！
＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（７分７秒 片エビ固め）Ｌ・乙羽屋●
※スーパー16文キックからフォール！
＞第48回チキチキ関神カップ争奪戦
◇Ａ 小猪木（2分40秒 反 則）Ｌ・ローズ◆
※リングコールを木原文人(全日本プロレス)リングアナが
コール！試合は乙羽屋、ボウズが乱入し、反則裁定！

＞６人タッグマッチ
世界のうめざわ
Ｌ・ヤング
Ｇ 小 馬 場（９分18秒 原爆固め）Ｌ・乙羽屋●
○Ａ 小 猪 木
Ｌ・ローズ
※乙羽屋が白鵬（宮城野部屋）、琴光喜（佐渡ヶ嶽部屋）、ジャン
ボ堀（フリー）のチョップを喰らい、最後は小猪木の人間橋炸裂！
試合後、猫ひろし(WAHAHA本舗)、エハラマサヒロ(吉本興業)、
安田大サーカス、みょーちゃん、ビーグル３８、アラマテラピン、
オジンオンズボーン篠宮（以下、松竹芸能）も記念撮影！
西口プロレス
『西口プロレス創立九周年記念興行第一弾』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）２月23日（火）
試合開始19分30秒（観衆＝500人）
＞シングルマッチ
○焙煎ＴＡＧＡＩ（９分35秒 エビ固め）ばってん多摩川●
※長く感じた試合！ブルドーザーからフォール！
＞４ＷＡＹマッチ
○じっちゃん（４分30秒 体固め）世界のうめざわ●
※横倒れ式頭突きを交わされフォール！
あと二人はアブドーラ・ザ・ブッチャンとけんちゃん！

＞西口プロレス最強タッグ選手権試合
＜王者組＞
＜挑戦者組＞
Ｇ 小馬場
賀 川 照 子
○Ａ 小猪木（13分36秒 体固め）見た目が邦彦●
※合体スクリュースーパー16文からの延髄斬りからの
フォール！王者組が２度目の防衛に成功！

カズミファイブ
(2/18小山大会)
解 説

グレートプロレスリング『GREAT WORLD 2』
東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ
平成22年(2010年)２月25日(木)
試合開始19時15分（観衆＝200人）
＞６人タッグマッチ
“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr(グレプロ)
○ばってん多摩川
ＧＥＮＴＡＲＯ(フリー)（12分31秒、体固め）小仲＝ペールワン(666)
３２６(フリー)●
Ｔ乳頭”(グレプロ)
※アイダホ・ミネソタ・ミシシッピエルボーからフォール！
＞６人タッグマッチ
見た目が邦彦
○ＢＧＰ－ＵＺ(フリー)
Ｄ・たけむらこういち(フリー)（８分32秒、片エビ固め）新宿鮫(フリー)
竹嶋健史(バトラーツ)●
Ｇ石島(ガッツワールド)
※ムーンサルト・プレスからフォール！

ジャイアント小馬場
(2/18小山大会)

世界のうめざわ
(2/18小山大会)

西口ＤＯＯＲ
『西口ドア第六弾中野坂上大会』
東京・中野坂上モカボーイ
平成22年(2010年)２月28日(日)
試合開始19時（観衆＝100人超満員）

レフェリー

チキン林

＞シングルマッチ
○Ｋ☆アン（５分40秒 横入りエビ固め）よしえつねお●
※170センチ長身女子レスラーのキラ☆アンが西口デビュー！
今大会は星リングアナウンサー(真・下町)が務めた！
＞シングルマッチ
○Ｐ・リエ（１分38秒 白鳥座り式体固め）箕島 大樹●
※ヒップドロップからフォール！
＞タッグマッチ
○Ｍ沢 ミニ晴
久利生 達也
三沢が光晴（５分18秒 体固め）Ｌ・ヤング●
※元学生プロレス出身クリウ達也デビューも黒星！

ポーク林

ガラ林
■2/18小山大会

＞６人タッグマッチ
○Ｍ・コ ン グ
Ｍ・ぽ っ ぽ
坂本ガソリン（８分55秒 体固め）Ｓ・カ ブ キ●
け ん ちゃん
Mr．マジック
※トリプルパワーボムからフォール！
＞シングルマッチ
○糸賀 清和（３分28秒 体固め）みんな大好き岩ちゃんマン●
※シャイニングケンカキックからフォール！
＞２対３変則タッグマッチ
○青木美沙子
工 藤(大川興業)
こ と ね（７分38秒 座り式体固め）Ｖ 三好(大川興業)●
Ｓ わ か
※誤爆を誘い、女子三人で押さえ込む！
＞タッグマッチ
○Ｏ・ミキ(モカボーイ)
よしえ つねお
代 々 木 健 介
（７分３秒 体固め） ばってん多摩川
※健介、ドアで大暴れ！
オバマ・ミキのボディプレスからフォール！
TRIBELATE
『TRIBELATE.27』
東京・新宿FACE
平成22年（2010年）３月13日（土）
試合開始18時（観衆＝350人）

見た目が邦彦(左)
ギアラ林(右)

リングアウンサー

松尾アトム前派出所

白鵬結婚披露宴
『横綱白鵬翔結婚披露宴二次会』
赤羽橋・プリンスパークタワーホテル東京
平成22年（2010年）２月21日（日）
試合開始20時（観衆＝1500人）

＞９周年記念キャラシャッフル６人タッグマッチ
“所 々”の 健 介
“ダイジ” の エ ー ル
“エ ー ル”の乙 羽 屋（９分31秒 体固め）“ローズ”の超能力少年
○“ダーティー”のローズ
“乙羽屋”のダーティー●
※一斗缶ミサイルキックからフォール！

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

＞６人タッグマッチ
Ｌ・ボウズ●
Ａ・ブッチャン
Ｇ 小 馬 場（５分39秒 体固め）Ｌ・乙羽屋
Ｌ・ローズ
○Ａ 小 猪 木
※Ｋ－１の我龍真吾（ファイティングマスター）が乱入！
ラブセクシー・ボウズにマシンガンキック炸裂！小猪木が
そのままフォール！立会人に仲本工事（ザ・ドリフターズ＝
イザワオフィス）が登場！

＞９周年記念ルチャリブレ６人タッグマッチ
Ｈ ・ ベ
ア
Ｙ・シコデリコ
○Ｃ・マ ス ク（８分26秒 体固め）Ｂ・カ ラ ス●
タイガーキッド
Ｄ・マスカラス
※カシミア・マスクのラリアットが決まり、
タイガー＆カシミア＆ホワイト・ベア組の勝利！

ユンボ安藤

＞シングルマッチ
＜全西軍＞
＜新西軍＞
○Ｙ・ハンセン（8分3秒 体固め）タイガーキッド●
※ウエスタンラリアットからフォール！
全西軍の勝利が確定！文キックからフォール！

エール橋本

ROUND87『全西軍VS新西軍対抗戦』
栃木・小山ROUND87
平成22年（2010年）２月18日（木）
試合開始20時（観衆＝50人）

実 況

リングガール

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（４分46秒 体固め）よしえつねお●
※延髄斬りからフォール！試合後、二人はブルースを唄う！
格闘探偵団バトラーツ
『バトラーツ北千住大会』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成22年（2010年）３月14日（日）
試合開始17時（観衆＝130人）
＞タッグマッチ
斎藤 彰文(RJPW)
間下隼人●(RJPW)
○T・シャーク(RJPW)（16分40秒 シャークデスバイロック）焙 煎 ＴＡＧＡＩ

※リアルジャパンプロレス勢の中に西口の焙煎、頑張った！
試合はタイガー・シャークの貫禄勝ち！

三島ゆかり(左) 青木美沙子 キラ☆アン
馬越幸子(右)
(1/20 西口ドア)

【西口あらかると】
小力、日テレ『スクール革命！』！
2/21に放送した日本テレビ系『スクール革命!』に長州小力が出演した！

ハチミツ二郎、『なべあちっ！』！
2月22日、フジテレビ系『なべあちっ！』にハチミツ二郎が出演した！

ダイジ、『あらびき団』！
2/17にTBS系『あらびき団』に超能力少年ダイジが出演した！

西プロ、スカパー２時間絶賛放送中！

※本誌の情報と異なる場合や、後に変更する場合もございますのでご了承ください。
佐々木孫悟空、週刊プレイボーイ！

日本まな板ショウ！

週刊プレイボーイNo.12の「職業選手名鑑2010第11回【アングラ芸人】」 日本まな板ショウ
に佐々木孫悟空（けんちゃん）が掲載された！
■日時：4月5日(月) 開場19:00 開演19:30
■場所：しもきた空間リバティ
■料金：後払い制(１円～) ※お客様が納得した分
■出演：ブーブートレイン(ブッチャン＆所々)、松尾アトム前派出所、ダイジ
三平＆倉富連載中週刊少年チャンピオン読者ページ『西口プロレス認定CTC』
(超能力少年ダイジ)、よしえつねお、スギタヒロシ(ジャイアント小馬場)、
コーナーを三平×２、倉富益二郎が担当、好評連載中！毎週木曜日発売！
ばってん多摩川、カールぼっち(ミスターぽっぽ)、カズミファイブ、BBゴロー他
現在、松尾アトム前派出所、ばってん多摩川が参戦中！
！

三平、倉富『週刊少年チャンピオン』！

小猪木、日刊ゲンダイ！
２月17日に発売した日刊ゲンダイの「泣いて笑って踏ん張って 役者
芸人 貧乏物語」にアントニオ小猪木が掲載された！

西口プロレス辻堂大会！

お笑い東洋・太平洋！

嗚呼 お笑い 東洋･太平洋秘宝館タイトルマッチ VOL.167
■日時：4月21日(水) 開場18:30 開演19:00 ■料金：［当日のみ］900円
■場所：しもきた空間リバティ ■出演：なべやかん，東京ペールワン
(エール&ユンボ)，世界のうめざわ、ペイパービュウ(三平&見た目が)、元気安、
イワイガワ、猫ひろし、横須賀歌麻呂、ぴんぽんず最高川本、ヲタル他

漫才バカ一代！

毎週火曜日24～26時にスカイパーフェクＴＶ275チャンネル『ＥＸエンター ■西口プロレスパチンコ店イベント!
テイメント』で「西口ＥＸチャンネル」オンエア中!西口プロレス本興行の模 4月23日(金)17:00～18:00神奈川・OUZAKYU P&S辻堂店
《漫才バカ一代 第31幕 ～だから、漫才～》
様、西口メンバーのトークコーナー、長州小力コーナー（ゲスト：3月16日 （神奈川県藤沢市辻堂1-2-24 TEL:0466-30-2801）
日時：3月30日(火）19：00開場／19:30開演
ザ・たっち たくや、23日ザ・たっち かずや）などなど盛り沢山の内容 ！ ※JR東海道線辻堂駅南口から歩いて1分入場無料 長州小力、アントニオ小猪木、東京
ペールワン(エール&ユンボ)、他※18歳未満の方のご入場は申し訳ありませんができません。 場所：文京シビックホール小ホール(400名収容）
出演：東京ペールワン(エール&ユンボ)、ペイパービュウ(三平&見た目が)、
Ｕ字工事、西麻布ヒルズ、米粒写経 ゲスト：JINRUI、髭男爵、エレファ
ントジョン ほか エンディングアクター：マキタスポーツ
ネットテレビ「お笑い××ナイト」毎週水曜深夜25時より、あっと！驚く放送局
チケット 前売り1500円／当日2000円
にて放送中！ http://www.tandm.tv 各週のパーソナリティーを務めるのは、長 『西口DOOR 第七弾～西口ドア中野大会～』
【メール予約】
州小力、横須賀歌麻呂、カズミファイブ、ハイエナ（竹岡和範・坪井貴成）、 日時:4月19日(月)18:30開場/19:00開始 料金:前売2000円/当日2500円 mbaka@futabamusic.jpまで お名前と枚数を送信するだけ！確実にお席を
茶柱立之助。毎回パーソナリティーの他にも若手芸人が多数登場し、各週の色 会場：なかのZERO視聴覚ホール（中野区中野2-9-7なかのZERO地下二階 中野駅南口から徒歩８分） 確保いたします！当日、会場での清算となります。【チケットぴあ】
出場予定…ばってん多摩川、よしえつねお、ミスターぽっぽ、プリマ・リエ、ザ・シ
を楽しんでください！随時、メールでの番組参加を待ってます。
ただいま発売中！ 0570－02－9988 Pコード：402－246 連絡先電話番号
ロート・カブキ、ミニ沢ミニ晴、Mr．マジック、シャッターチャンスわか、ことね、
漫才バカ一代事務局 080-3128-6329（mbaka@futabamusic.jp）
箕島大樹、糸賀清和、けんちゃん、坂本ガソリン、マザー・コング、ベルセルク三好、
工藤、名刀長塚、ぴんぽんず「最高」川本CEO、しゅうそうランド、ギブ大久保、
ユンボ安藤、マトン林、チキン林、ガラ林、青木美沙子（外務省任命カワイイ大使）
スギタヒロシ(小馬場)と原田豪紀(デブロディ)が、お届けするインター チケットご予約：西口プロレス事務局03-5308-1231
ネットＴＶ！西口情報も満載！毎週水曜22時から「BBStation 」にて。
■ジャイアント小馬場出演！ 3月30日 (火）特選寄席
必見！オンデマンド有り。メール募集！
エンタメヒットパレード2010 Vol.9
開場11:00 開演11:30
http://bbst.tv/home/index.php?main_page=login �
会場：浅草東洋館 料金 大人:2500円 学生:2000円 小人:1000円
■世界のうめざわ出演！ 4月20日 (火）特選寄席
「FUKA MATSURI FIN～風香引退記念試合～」
エンタメヒットパレード2010 Vol.12
開場10:45 開演11:00
3月28日（日）東京・後楽園ホール 午後12時30分開始
会場：浅草東洋館 料金 大人:2500円 学生:2000円 小人:1000円
＜入場料金＞Sシート／完売、Aシート／完売、Bシート／6,000円（フロア東西ひな壇A～E）
『インターネットテレビ【7SENSEの東京芸人案内所】』毎週月曜日深夜23時 Cシート／5,000円（南A～D）、Dシート／4,000円（南E～H）、Eシート／3,000円（南I～N） 詳細・お問い合わせは http://www.asakusatoyokan.com/
～23時30分生放送!出演：松尾アトム前派出所、マスクマン、セクシー川田、 Fシート／完売 ★チケット予約について『名前・電話番号・住所・観戦日・席種・枚数』を
加藤生物 他(不定期にゲストあり) インターネットTV『nakano ＠ddress 』 書いて送って下さい。確認したら返信させていただきます。kakimotofuka@yahoo.co.jp
第2試合に小猪木、小馬場出場！ ～風香祭ランブル 時間無制限勝負～
＜出場選手＞アントニオ小猪木(西口プロレス)、ジャイアント小馬場(西口プロレス)、鈴木 『ちょっと昭和なヤングたち29』4月13日（火）
会場 渋谷ティーズアカデミー
みのる(パンクラス・ミッション)、菊タロー、FUKAキッド(風香祭)、ボリショイキッド(JWP)、 開場18：30/開演19：00
http://www.ts-academy.co.jp/html/map.html 料金1000円
『新番組 松尾アトム前派出所のハチャメチャマルコポーロ』初の冠番組！ タニー・マウス(NEO)、宮崎有妃(NEO)、さくらえみ(アイスリボン)、りほ(アイスリボン)、
お問い合わせ 山中企画 03-6712-0089
出演：東京ペールワン(エール、
まんが喫茶ゲラゲラより配信！毎週水曜日22時～23時放送！出演：松尾ア GAMI(WAVE)、桜花由美(WAVE)、堀田祐美子、闘牛・空、カリビアン KIM、紫雷美央、
ユンボ)、イワイガワ、Ｗコロン、米粒写経 その他、昭和系若手芸人たち
トム前派出所、加藤生物、岡崎小林（元無免許ライダー）
＜試合形式＞最初に2選手で闘い、1分経つごとに2選手づつ同時にリングイン。最後まで
http://www.live-station.tv/owarai/index.html
残った選手の勝利となります。登場順は未発表。勝敗はフォール、ギブアップ、
オーバー・ザ・トップロープで決まります。

ネットテレビ『お笑い××ナイト』！

西口DOOR第七弾！

ネットテレビ『俺達のまんが道２』！

小馬場、世界、浅草エンタメ！

風香祭ファイナル！小猪木、小馬場出場！

松尾、
『東京7SENSE東京芸人案内所』！

東京ペールワン、昭和のお笑い！

松尾、
『ゲラゲラ配信』
！

山本紗代インターネットテレビ！

西口向上委員の山本紗代が繰り広げるお気楽トーク番組。西口メンバーも多数出演！
『山本紗代のお気楽MODE♪』毎週土曜22時から23時までの生放送！
http://otonet.add-ing.jp/

焙煎、バトラーツＤＶＤ！
バトラーツ10・１・17北千住大会のＤＶＤが発売された。主なカード
Ｂルールトーナメント戦 焙煎対斉藤彰文 焙煎対山本裕次郎…他 価格2000円

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！

東京ペールワンゲスト！

見た目が＆ばってん、グレプロ！
■グレートプロレスリング『グレート４４』
4月4日(日) 昼12:00開場/12:30開始 北千住シアター1010ミニシアター
▼西口軍VSグレプロ軍VSＢＧＰ軍VSＳＳＳ軍～４軍団長対抗４ＷＡＹマッチ
◎ばってん多摩川 VS“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr VS ドン・たけむらこういち VS ZIPANGU
▼◎見た目が邦彦 VS３２６
チケット全席自由3000円
小中学生（当日のみ)1000円 ※当日は500円増。小学生未満無料

見た目が＆ばってん真・下町！
■真・下町プロレス 4月18日(日)
埼玉県越谷市ケルベロス道場(大袋駅から徒歩５分) 13:30試合開始

『恵比寿駅前 ７時９時』 日時：４月１７日（土）開場19：00 開演19：30
料金 前売り1600円/当日1800円 ※１ドリンク別）会場 恵比寿駅前ＢＡＲ
(ＪＲ恵比寿駅前 徒歩２分）東京都渋谷区恵比寿南1-8-9 第一黄色いビル3F
TEL:03-5725-3260ご予約：hige424@ezweb.ne.jp ( はしくんまで）

松尾、ライブ出演！
７ＳＥＮＳＥ第４回公演「ＭＵＳＩＣ」4月30日(金) 19時00分開演
場所:新宿Fu- 前売り1500円、当日1800円【出演】松尾アトム前派出所、
マスクマン、セクシー川田、加藤生物、ヘブリスギョン岩月

川本、ぽっぽ「ピンダイナマイト」
！

ＦＭ白石『尻ミッターフジオのラジプリ』におなじみレギュラーコーナー「アントニ
▼見た目が邦彦＆ばってん多摩川 VS バカボンのパパ＆ウル☆トンwithバカボンのママ
第２回お笑い「ピンダイナマイト」ピンネタライブ
オ小猪木の小元気ですか～っ!?」のゲストに２/23高麗燦 、３/２所々ジョージ、
▼ザ・シャークVS西口プロレスからの刺客 ■チケット情報 全席（当日のみ）1500円
会場:なかのＺＥＲＯ視聴覚ホール
4月7日(水) 開場19時
３/９美姫（モデル）、３/16バーモント秀樹が出演した！
開演:19時30分ゴング 料金:当日受付にて入場料千円 出演：カールぼっち
毎週火曜夜10時～11時絶賛生放送中！インターネットでも聴けます！
（ミスターぽっぽ）他リングアナ：ぴんぽんず「最高」川本

小猪木、ＦＭ沼津『格闘ラジオ』
！

『お笑いプロデュースライブ』！

安藤道場一門会！

「お笑いプロデュースライブ」(自分では思いつかない、自分の面白さに気づいてない、
俺なら彼をこう演出したい…など芸人や素人が、芸人をプロデュースする芸人 開拓ライブ）
沼津コーストＦＭラジオ『格闘ラジオ・ゴングで飛び出せ！』に2/18、2/25に出演した！ ■4月10日(土) 会場：新宿Ｆu- 13:30開場 14:00開演 ■出演 スギタヒロシ 他
『安藤道場一門会』4月16日(金)【会場】上野広小路亭
■料金 [当日] 500円 ※こちらの半券お持ちの方その後の西口寄席500円引きになります！

山形FM762ラジオモンスター『お笑いホスピタル』！

山形FM762ラジオモンスター「お笑いホスピタル」毎週木曜日19時～
世界のうめざわレギュラーコーナー「うめペディア」
週代わりゲストコーナー「お笑いホットライン」
2/18…見た目が邦彦、2/25日…ばってん多摩川、3/4日…プリマ・リエ、
3/11日…カールぼっち(ミスターぽっぽ)、3/18…世界のうめざわ

小猪木、雑誌『東京ウリのある美味しい店』！
２月24日発売したセレブ雑誌『東京ウリのある美味しいお店』に掲載された！

けん、ことねナックルズ！
『漫画実話ナックルズ』で佐々木孫悟空(けんちゃん)が『虫ボーですよ』
のコーナー連載中！同５月号の『宅ドル』にことねがグラビアで掲載！

週刊プロレスの表紙に初登場！

西口寄席！
3月の優勝は「スポンジブルドック」でした！
■日時:4月10日(土) 18:00開場/18:30開演 ■場所：ミニホール新宿Ｆｕ■[前売] 1,000円 [当日] 1,500円 （小学生以下無料）
■出演：西口メンバー(詳細は西口ＨＰで！都合により出演者の変更がある場合がございます）
お問合せ・チケットのご予約は03-5308-1231
(西口プロレス事務局)かnishipromail@yahoo.co.jpまで
(お名前と枚数を記載して)メールでお願いします。

お笑いステーション！
ぴんぽんず「最高」川本他出演! 『お笑いステーション』
■3月29日(月) 19：30開場 20：00開演
場所：原宿ジェットロボ
料金：500円( 1ドリンク別）

スギロックフェスティバル！

(台東区上野1-20-10) tel:03-3833-1789【開場】18:30【開演】19:00
【料金】前売1500円／当日1800円【問い合わせ】 西口プロレス事務局
tel 03-5308-1231 安藤道場 andodojo@yahoo.co.jp
【出演】ユンボ安藤、ＢＢゴロー、横須賀歌麻呂、特別顧問：居島一平
安藤道場一門会の皆様（順不同・敬省略）

ヨヨケン、腕相撲教室！
代々木 健介直接指導!!『腕一本の格闘技』アームレスリングクラブ開設
男女問わず、初心者大歓迎!! 場所：MOCA BOY（中野区中央2-28-1 パーク
坂上1F 03-3368-2930）（地下鉄丸の内線中野坂上駅 A2出口徒歩1分）

アントニオ猪木酒場、広島店登場！
アントニオ猪木酒場池袋店、新宿店でアントニオ小猪木イベントを不定期開催！広島店、
福岡店もあります！ぐるなび、Hot Pepperに小猪木も掲載中！３月29日、アントニオ猪木
酒場広島店の新メニュー記念でアントニオ小猪木が来店！ご好評により、マイクパフォー
マンス、記念撮影など行います！3月29日（月）19:00、21:00 【アントニオ猪木酒場
広島店】広島市中区新天地2-10 広島宝塚会館7F（広島電鉄「八丁堀」電停下車
徒歩2分⇒中央通り沿い 宝塚会館7F）082-249-9305

■4月6日(火) 18：30開場 19：00開演
週刊プロレスNo1514号の「アメ週プロ」のコーナーに見た目が、
ブッチャン、ジミー・スニーカー、よしえつねお、ギブ大久保が掲載！ 場所：SHIBUYA PLUG 東京都渋谷区神南1-23-13-B2
各ライブのお問合せ・ご予約は西口プロレス事務局まで
TEL03ー5428ー9188 JR渋谷駅下車「ハチ公口」より徒歩3分。
表紙にもＵＰされた。
03-5308-1231(月～金11:00～19:00)

西口プロレス創立九周年記念興行第二弾
西口プロレス 2010.3.27 (土) 東京・新宿FACE
第一試合 シングルマッチ

ジャイアント小馬場

VS

世界のうめざわ

第二試合 シングルマッチ

超能力少年ダイジ

VS

ヨ ッ ト 戸 塚

第三試合 ハードコア選手権試合5WAYマッチ
《王者》

《挑戦者》

《挑戦者》

三平×２ VS ユンボ安藤 VS 焙煎TAGAI
《挑戦者》

VS

ダーティー仮面

《挑戦者》
VS

ラブセクシー・ヤング

第四試合 安藤なつ引退試合シングルマッチ

安 藤 な つ

VS

賀 川 照 子

第五試合 タッグマッチ

小蝶野正洋
長 州 小 力

VS

ばってん多摩川
見た目 が 邦 彦

第六試合 アントニオ小猪木祭り６人タッグマッチ

※ルール、出場選手は当日発表
第七試合 西口プロレスヘビー級＆ラブセクシーPTP覇権争奪両選手権試合
《統一王者》

《挑戦者》

ラブセクシー・ローズ
かぶきうぃずふぁみり～
http://www.showtime.jp

TEL 03-5800-5801
〒112-0004 文京区2-3-17

11:30～13:00 (ランチタイム)
17:00～23:00（土日のみ22:00まで）

VS

チャーシュー専門店
チャーシュー力

東久留米店 TEL 042-476-1898
新狭山Z店 TEL 042-900-0188
三芳店
TEL 049-257-0303

ラブセクシー・乙羽屋

串かつ 乙羽屋 TEL 03-3253-0081
営業時間 AM11:30～AM15:00、AM 17:00～PM 23:00
※土曜日のみPM21:00まで 定休日 日祭日

千代田区神田紺屋町27 新生ビル一階（神田駅東口下車ガード下
毎月更新！
西口新聞持参の方に限り「キャベチャーシュー」をサービス 信号まっすぐ渡る「かめや」というそばやの横入る二本目の路地角）
西口プロレス
Dining 二郎
ランチ500円
(牛スジ煮込み付きで800円)
。串焼きは80円～。
「迷わず食べよ食べればわかるさ」
ブロードバンド
特製ホルモン鍋・二郎鍋を中心に、
オフィシャルサイト
関西新世界名物の串かつや地鶏、

西口プロレス」の試合を放送。
各選手のプロフィールや
大会スケジュール等を掲載！

季節の素材でのこだわり料理など、
少人数でもご宴会でもお楽しみ頂ける
空間です。渋谷区道玄坂、
大きな「二郎」の看板が目印。

注）都合により、カード変更及び、追加イベントの可能性がありますので、ご了承ください。負傷されたり、お荷物の破損等があった場合、応急処置はしますが、その後の責任は負う事は出来かねますので、大変申し訳ありませんが、お客様各自気を付けて頂きますようお願い致します。

