娯楽の殿堂

祝★９周年！

西スポ

西口スポーツ

西口プロレス

ありがとう！お疲れさま！安藤なつ！！ ５月号

2010年

西

口プロレス創立九周年記念興行第二弾。今回は久々にバランスのよいカードが並べられ、しっかりとした試合と興行が成り
立った。まずは小馬場対世界の第一試合の好勝負が大きく影響し、初登場のヨット戸塚、ハードコア選手権、安藤なつ引退試
合、小蝶野初登場に小力の名勝負、小猪木祭りとどれも名勝負を展開、メインにはラブセクシー同門対決で締め、９周年に
相応しい大会となった！ゲストに鳩山来留夫、髭男爵ひぐちくんも駆け付けた（３月新宿大会カメラ：宮木和佳子）。

９周年第二弾！
ラブセクシー健在！

▲決死のダイブも決め手とはならず

タライや一斗缶で激しい場外戦を繰り広げる

は
左︶
と乙羽屋︵
右︶
試合開始早々ローズ︵
▲
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３・２７新宿大会
＞西口王座&PTP両選手権
＜統一王者＞ ＜挑戦者＞
○ローズ ＶＳ Ｌ乙羽屋●
※王者が西口王座Ｖ13
PTPＶ３防衛！

９周年記念興行第二弾を締めた
のはラブセクシー・ローズ対ラブセク
シー・乙羽屋の同門対決だった。
ロー
ズは西口プロレスヘビー級、
ラブセク
シー覇権ＰＴＰ王座の二冠王に君臨
中。
西口ヘビー級王者で２年 ヶ月
保持しており︵Ｈ 年３月現在︶、
西口内シングル王座では最長の記録
を更新中だ︵西口王座通産防衛も最
多更新中︶。
最多最長と言っても、
一
時は防衛戦をあまりやらず、
ダーティ
ー王者との噂も囁かれているがしか
し、
王者ローズはお構いなし。
負けな
ければよいと強気である。
この辺の不
動なる心も王者の風格なのかもしれ
ない。
さて、
もう一つのラブセクシー覇
権ＰＴＰ王座。
これはラブセクシー内
で誰が強いかを決める王座でローズが
ラブセクシー・ボウズ、
スリム、
プリン、
リズム、
テルコらを撃破した︵ヤングは
ＰＴＰ王座に挑戦してないが、
１月に
ローズに敗退︶。
最後の砦は乙羽屋だ。
この大型対決に肉弾戦が期待され、
更には仲間割れも考えられたが、
試
合の方は乙羽屋が同門対決に乗らな
い感じだった。
だが試合は始まった。
や
はり場外戦にタライ、
一斗缶の凶器
が入り乱れる大乱戦。
終盤、
試合を
拒んでいた乙羽屋が追い詰めていた。
しかし、
乙羽屋の中で再び何かが起
こった﹁
これ以上、
ローズと争ってはい
けない…﹂
。
その油断の隙を突かれ、
逆
転のローズボトム。
ローズが勝負の厳し
さを選んで防衛した。
試合後、
二人は
更なる愛の結束が誓われた。
そしてロ
ーズも﹃
今年は西口王座をまた盛り
上がる！﹄
と宣言。
まずは５月に３年
間保持記録が目標となる。
この九周
年は西口最年長の二人がメインを締
めた。
今回の興行はどの試合もよかっ
た。
この興行を皮切りに来年の
周年まで躓けない。
春始まったばかり
だが、
この一年全ての興行が勝負！西
口よ、 周年まで突っ走れ！

▲最後はローズボトムに沈んだ乙羽屋

勝ちたい乙羽屋は一斗缶もろとも

▲
ローズをラリアットでなぎ倒す

▲ローズを渾身の力で
ジャーマンスープレックス

ローズ、西口王座V

→

順 選手（組）名
王 座
期 間
防衛数
１ 小猪木＆世界組
西口タッグ
06・12～07・10 ⑱
２ ラブセクシー・ローズ 西口ヘビー級 07・５～
⑬
３ アントニオ小猪木
小IWチービー 02・５～03・８
⑩
４ 世界のうめざわ
西口ヘビー級 05・10～06・８
⑨
５ 長州小力
小IWチービー 07・５～09・２
⑧
５ ラブセクシー・ローズ 西口ヘビー級 01・９～02・９
⑧
※10・４・26現在。２位のローズは現役王者！
西口内のシングル王座では１位！保持期間も２年11ヶ月で１位！

PTP覇権V３！

【西口マット内全王座連続防衛記録】

ローズからミサイルキック
スキをつかれ、

※同王座最多防衛記録はローズが20で新記録更新中。
○は勝ち、□はリングアウト勝ち、●は負け、△は引き分け
（10・４・26現在）。

あと一歩の所でローズに躊躇する乙羽屋
▲

【ローズの西口ヘビー級王座防衛記録】
年・月
会 場
相 手
星 防衛数
01・９
新宿Fu‐
イ タ コ
○
獲
10
板
橋
神
風 ○
①
11
新宿Fu‐
焙
煎 ○
②
02・２
新宿プーク
小 猪 木 ○
③
３
渋谷ATOM
優
香. ○
④
４
新宿プーク
小
力 ○
⑤
５
渋谷ATOM
花
道 ○
⑥
７
渋谷ATOM
音 羽 屋 ○
⑦
８
渋谷ATOM
イ タ コ
○
⑧
９
渋谷ATOM
小 猪 木 ●
落
05・７
渋谷ATOM
ユ ン ボ ●
敗
06・６
新宿FACE
世
界 ●
敗
07・５
新宿FACE
世
界 ○
獲
６
鈴
鹿
小 猪 木 ○
①
６
鈴
鹿
小 猪 木 ○
②
７
新宿FACE
焙
煎 ○
③
９
新宿PＢP
小 馬 場 ○
④
10
新宿FACE
倉
富 ○
⑤
08・１
新宿FACE
オバサン ○
⑥
５
高
崎
見た目が ○
⑦
５
新宿FACE
Ｌ乙羽屋 ○
⑧
09・２
新 木 場
小
力 ○
⑨
６
浦
和
焙
煎 ○
⑩
９
新宿FACE
Ｌテルコ
○
⑪
10・１
渋谷EAST
ヤ ン グ ○
⑫
３
新宿FACE
Ｌ乙羽屋 ○
⑬
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残
念

5・31 西口DXプロレス Megaton８～BIGな気分ではしゃがせろ～
■日時：5月31日(月) 18:30開場 19:30試合開始 ■場所：渋谷O-EAST
■料金： VIP席5000円 指定席4000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 ： 815-945 ※当日500円アップ
立見席3000円
１ドリンク制

5・3 ことねMAP総合格闘技デビュー 5・5 見た目が＆ばってん真・FMW新木場 5・16 bi砲、ユダンHERO、焙煎バトラーツ
5・22 小猪木格闘技戦 TRIBELATE 5・26 西口ドア一周年浅草 5・27 見た目が＆ばってんグレプロ新木場

！

▲若干小さな黒いカリスマ『小蝶野正洋』が
杜の都仙台から西口のリングに初登場！

！
！
安藤なつ引退式
！

！

！
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最後の相手は賀川照子

鳩山来留夫

▲最後はランニングネックブリーカーで
二本目も小馬場の勝利となった

２月九周年興行第一弾で大コケ
だった第一試合。実は２月大会のみ
ならず、西口は９年にもなろうとし
てるにも関わらず、未だに第一試合
が務まらないことが多いのが西プロ
の難題である。まるで一番バッター
のいない野球チームだ。今回ジャイア
ント小馬場と世界のうめざわに浅
草で仕事が重なり、欠場かと思わ
れたが、何とか帳尻を合わせ、二人
の一騎打ちの第一試合が決まった。
何と豪華なカードだ。同カードは西
口８周年のメインのカード。９周年
の第一試合になるとは誰が予想し
た事か…。前回２月、開会宣言にウ
クレレえいじ︵ＷＡＨＡＨＡ本舗︶来
場に続き、今大会開会宣言に鳩山
来留夫︵オフィス北野︶も登場した。
会場は盛り上がる。試合は３本勝
負。１本目は小馬場の十一文キック
が決まり先勝。２本目、世界が反撃
開始。二人は幾度と闘い、タッグも組
み、手の内を知る間柄。小技のインサ
イドワークが駆け引きに観客は手
に汗握る。チェスのように裏をかく
技をやると、やられた側はニヤリと
笑いまた裏をかく。その駆け引きが
マニアにはたまらない。両雄のスタミ
ナがなくなってきた頃、世界が稲妻
レッグラリアットが大爆発。倒れ込
み式頭突きを辛うじて交わした小
馬場が逆転のランニングネックブリ
ーカードロップ。綺麗に決まってし
まった世界はカウント３を聞くしか
なかった。小馬場もスーパー 文キ
奥の手
ックを出さずに決着がついた。どうや
トライアングル
ら小馬場はスーパー 文を出さずに
スコーピオンも
決め手とはならず 闘うことをテーマにしていたらしい。
敗者・世界の稲妻もまだまだ健在
だった。そしてこの第一試合が名勝
負を残したことが今大会の成功を
収めるきっかけとなった事は間違い
ない。十周年に向けて第一試合は必
ず名勝負を産める様にならなけれ
ばならない。
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▲なつの引退に髭男爵のひぐちくんもかけつけた

ウクレレえいじ

会場が大いに沸いた世界の
稲妻レッグラリアット

▲

▲西口プロレスを引退した安藤なつ！今後の活躍に期待！

３・２７新宿大会
＞安藤なつ引退試合
○賀 川ＶＳな つ●

安藤なつが２月に突然の引退表
明から１ヶ月。とうとう引退試合
の時が来た。昨年末の西口タッグ
リーグ戦で優勝し、これからの矢
先という時だった。腰に抱えていた
爆弾が悲鳴をあげていた。捨て身
の優勝の代償は大きかった。３月
に引退試合が決まると対戦相手
の候補には小力、小猪木のトップ
２が上がる。それからかつては安藤
兄妹としてタッグを組んでいたユン
ボ、“女子プロハンター”の異名を持
ち、なつを西口にスカウトした見た
目が、そしてタッグリーグ優勝パー
トナーの賀川照子。以上の５名が
候補に上がる。決定したのはタッグ
リーグにおいて作戦を練り、練習
をして苦しみから相当励まされた
賀川に決まった。試合はなつがいき
なりタックル。短期決戦に挑み、２
分過ぎには必殺ドミノプレスをも
繰り出し勝負に出る。スタミナやダ
メージを考えるとなつの作戦もよ
く解るが、賀川も余力ある序盤で
喰らったのが幸いし、カウント２で
返した。賀川はビンタで怒らす作
戦に変更。なつもビンタ。かなり効
いた。だが、なつを怒らすことに成
功。怒らすと技に乱れて隙ができ、
スタミナもロスする。賀川の作戦は
巧を奏した。スタミナ切れのなつ。終
盤は賀川ペース。フライングボディプ
レスからのミサイルキックでトドメ
を刺しなつの試合が終了。引導を渡
した。引退セレモニーには髭男爵の
ひぐちくん︵サンミュージック︶が花
束贈呈に駆け付けた。なつの美しい
ドミノプレスが見れなくなると思
うと淋しいが、西口プロレス完全燃
焼したなつであった。

▲世界は得意のパイルバスターやゴールデンアームボンバーを披露

３・２７新宿大会
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ世 界●

▲

リングに先輩後輩は関係ない。
見た目がは小力の商売道具の

なつは渾身のラリアットで
賀川をなぎ倒す

▲

▲難なく一本目を制した小馬場(右)と納得のいかない世界(左)

大会宣言に鳩山来留夫来る！
２月大会にはウクレレえいじ！

▲世界は珍しく腕ひしぎ逆十字で攻める

▲もう見れないなつの必殺ドミノプレス

▲試合後、感動を分かち合う賀川となつ

▲試合早々賀川は激しい場外戦

ラスト
ドミノプレス
▲女の大事な顔を感情のみで張り合う二人

実は賀川にはこんなにパワー
があった！なつをジャーマン
スープレックス！

▲

▲

最後は賀川がボディプレスからのミサイルキックで引導を渡した

←

３・２７新宿大会
＞タッグマッチ
○小蝶野
ばってん●
小 力ＶＳ見た目が
▲最後はSTFとサソリ固めの競演で終止符

←

▲

←

▲西口ドアでライバル関係にある
ばってん(左)と小蝶野(右)

▲怒りの小力は頭突き一閃

▲

小力＆小蝶野はダブルのバックドロップで二人を倒すと、
小蝶野のシャイニングケンカキック、小力のラリアートで分断成功！

←

お腹に強烈なフットスタンプ！その後エグい裏投げも敢行した ９周年に長州小力に挑んだ男達が
いた。見た目が邦彦とばってん多摩川
だ。見た目がは西口の次期エース候補
と言われ、
ばってんは西口ドアのエース。
西口のエースの小力の背中はまだまだ
遠い。彼らはプロレス界のどインディー
団体から這い上がろうとグレートプロ
レスや真・下町プロレス、新ＦＭＷ、ＭＡ
Ｐで大暴れ中。玉砕覚悟で小力に挑む。
小力がタッグパートナーに指名したの
はドアのｎＷｄ軍の首領・糸賀清和。糸
賀はドア参戦に辺り、小猪木、小力に
仙台での密会で相談しドア入団を決め
た。今回の９周年、小猪木の推薦により
白羽の矢が立てられた。そして小力に改
名命令まで下された。名前は小蝶野正
ばってんは、小力にアイダホ！ 洋に決定。
これで舞台は整った。見た目
ミネソタ！ミシシッピエルボー！ が＆ばっ
てんは試合前も小力に挑発さ
れ揺さ振られてしまう。二人はこの怒
りをリングにぶつけた。小蝶野も心機
一転の気持ちでライバルばってんと試
合を盛り上げる。見た目がも小力を怒
らせようと執拗に攻撃。裏投げとフット
スタンプはかなりえぐく決まった。小力
も久々、怒りのバックドロップが火を吹
く。そこから小力＆小蝶野の必殺技オ
ンパレード。小力ラリアット、小蝶野の
閃光ケンカキック、最後は小力のサソリ
固めに小蝶野のＳＴＦが決まりゴング
が鳴った。完敗だった見た目が＆ばって
ん。だが今回、見た目がが小力に決めた
技は観客を唸らせ、小力を点火させた。
小力が頑張る試合は盛り上がる。興行
も絞まる。小蝶野もよかった。見た目が、
ばってんも清々しい負けっぷりに拍手も
沸いていた。今回の９周年に相応しい名
勝負となった。

▲

３・２７新宿大会
A小猪木祭6人イリミネーションマッチ
大
猪
木
あんぐらの
○チャントシロＶＳ あんなにも●
小
猪
木
ナントナク

！

！

！

脅威 ヨット戸塚、
衝撃デビュー

フロントインディアンデスロックを
した上に腹筋を強要する戸塚

↓

ダイジ︵
下︶
苦悶！
肩車で体重をかける戸塚！

９周年第二試合、超能力少年ダイジ
対初登場・ヨット戸塚の試合が組まれた。
ヨット学校の先生と生徒が闘う図式を
彷彿とさせたが、戸塚は拷問技、体罰技
を中心に攻め立てる。間髪入れず攻め
立てる戸塚には人情というのはないのか。
反則攻撃まで繰り出す。バケツの中の水
に顔を突っ込ませたり、ヨットのオールで
殴打し、場外に叩きつけたり容赦しない。
まるで大海原に沈めるかの攻撃だ。しか
し戸塚は反則技だけではない。プロレス
技も織り交ぜたりと技巧派な面も見せ
付ける。ダイジも超能力で反撃を開始す
るが、レフェリー・ポーク林に誤爆。最後は
戸塚がダイジをサーフボードストレッチ
に捕らえてからの丸め込みで圧勝した。
今までのヒールは狂気溢れるキャラで暴
れるが、この戸塚は冷静なる態度や顔付
きで反則を繰り出したり、プロレス技を
出すのが、また憎らしい。その上織り交
ぜるメキシカンストレッチ系のテクニック
振りと攻めるテンポとリズム。巧みな選
手だった。戸塚は叫んだ。﹁体罰は教育だ
ー！﹂今後も継続参戦なるか注目したい。

▲戸塚ヨットゼミナールのヨット戸塚が衝撃的な初登場！

三平ハードコア王座５WAYでV5

！

反抗的なダイジに戸塚がブチ切れ、
教育的指導へ

▲

▲

大不調焙煎敗退

▲三平の刀に対してヤングはシッペ

ハードコア選手権者の三平×２が５ＷＡＹマッ
チを要求した。５ＷＡＹは５人の選手が同時に闘
い、勝ち残りでなく最初に勝った者が勝者となる。
且つハードコアルールだから反則・場外自由のルー
ルだ。まず挑戦者に名乗りを上げたのはユンボ安
藤とダーティー仮面の元王者二人が名乗り。そし
て２月大会に同王座奪取に失敗したラブセクシー
・ヤング、プロレス団体バトラーツで活躍し、シング
ル王座が何としても欲しい焙煎ＴＡＧＡＩの５人。
役者は揃った。５ＷＡＹのゴングが鳴る。一気にそ
れぞれが首四つ。だが５人の奇数の為、余った三平
は手持ち無沙汰。西口ならではの名場面だ。王者
は出鼻をくじかれる。だが、凶器を最初に使用し
たのは三平。バケツ、脚立、イスを巧みに使う。ユン
ボは硬いパイナップルを凶器に使えば、Ｄ仮面は刀
で切り裂く。ヤングは洗濯バサミを顔面に付けて
引っ張る荒行為に出た。焙煎はジミー・スニーカー
張りにスニーカーの臭いを嗅がせる行為に出たが、
Ｄ仮面に靴を破壊されてしまう。更に焙煎は三平
が持ってきたチェーンを両足に巻き付けてみたが、
勝負の間が裏目に出てしまい、三平はその間を逃
さず攻撃。最後はそんな焙煎に超安全式シューティ
ングスタープレスでトドメを刺し、同王座５度目の
防衛に成功した。焙煎は２月の名誉挽回に期待し
たが、鎖や靴などの凶器の使い方を誤り、自分のペ
ースに持って行けなかった。作戦や練習不足を付け
狙われて敗れてしまった感じだ。それとは逆に勝っ
た王者三平は前王者Ｄ仮面の持つ同王座最多防
衛６のタイ記録に王手を掛けた。記録更新に三平
は再度燃える。

▲刀でまっ二つになったパイナップル

▲果たして三平を止めるのは誰だ！
３・２７新宿大会
＞ハードコア選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○三 平ＶＳ焙 煎●
※三平がV5、その他の挑戦者は
ユンボ、D仮面、ヤング!

↓

▲

▲試合開始！いきなりそれぞれが１対１で
乱闘！余った三平、奇数対決の魔術に
ハマった！これも西口名物！？

！

＼完璧人間橋／

３・２７新宿大会
＞シングルマッチ
○戸 塚ＶＳ超能力●

▲場外のダイジにオールで攻撃 ▲バケツの水でダイジの体力を奪う

▲左からあんなにも猪木、アントニオ大猪木、ナントナク猪木、アントニオ小猪木、チャントシロ猪木、
あんぐらの猪木とリングには猪木もどきが6人。

９周年記念第一弾ではルチャ祭り、キャラ
シャッフル祭りをやったが、第二弾ではアント
ニオ小猪木祭り６人イリミネーションマッチ
が行われた。全員がある選手のコスチューム
を着て全員が闘うという試合は女子には多
々あるが、西口マットでは初の試みだ。今回の
第一回は小猪木となったが、当初は小力や小
馬場、世界や焙煎などなキャラクターをやる
話も浮上もした。だが、この第一回は解りや
すい猪木モノマネの小猪木に決まったという
訳だ。誰でも出来そうで出来ない猪木モノマ
ネに選ばれたのは２月小山大会でデビュー
したチャントシロ猪木、それから１３０キロ
あるアントニオ大猪木が小猪木のパートナ
ーになり、対するはナントナク猪木にあんな
にも猪木、あんぐらの猪木の６名。約５年前
に小猪木やアントキの猪木がタッグで猪木
祭りマッチをやったこともある。そんな小猪
木が自ら先発を買って出た。他のメンバーは
出落ちギリギリのラインで闘ってたが、彼ら
はかなり練習してきたと伺える。みんなが
赤タオルに黒タイツ、黒シューズというのも
滑稽だ。リングアナの松尾やレフェリーのガラ
林までも成り切ってた。試合はチャントシロと
大猪木が敗退して絶体絶命の小猪木だった
が、キャラにぶれない小猪木は一人ずつ片付
け、最後はあんぐらの猪木を綺麗な原爆固
めで斬って落として勝利した。小猪木の凄さ
はコンディションもよさそうなところも伝え
たのが凄い。試合後もアントニオ猪木酒場か
ら勝利者賞もある演出もあり、この小猪木
祭りは試合のリズムもよく、企画は大成功。
次は長州祭りや世界のうめざわ祭り、けん
ちゃん祭りなどが観たいところだ。

▲

あんなにものフライングニードロップ

凶器を使った

安全式
シューティング
スタープレス

↓

▲ブレーンバスターの連系をするもバラバラ ▲焙煎のジャーマンスープレックス
▲最後はトップロープからジャンプして、後方回転
する安全式シューティングスタープレスで３カウント

▲チャントシロ(左)とナントナク(右)のゆるい攻防
▲最後は小猪木が延髄斬りからのジャー
マンスープレックスで試合をしめた！

▲焙煎の大事な靴は凶器に
▲不運！バケツに入れられたヤング

９周年記念A小猪木バカヤロー祭り

▲ダブルのインディアンデスロックの後は
定番の記念写真を要求！

体罰は
教育だー!!

▲最後は校長らしく戸塚のスクールボーイ

猪木・
アリ状態ならぬ猪木・
猪木状態

▲

↓

【西口激闘ダイジェストⅠ】

西口プロレスも2010年は見た目が邦彦、ばってん多摩川が他団体で活躍を見せる中、ミスターぽっぽ
もプロレス団体初登場。更に西口ドアもツイッターを通じてプロレスを生中継する初の試みを見せた。西口
ドアも『西口ＤＯＯＲ』から正式に『西口ドア』（アルファベットからカタカナ表記に改名）した。そして御大
の小猪木、小馬場は風香祭で再び鈴木みのると激突した。引退した風香。お疲れ様でした！

猪木対長州の夢の対決が実現

３・２８後楽園大会《風香祭》
＞時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞
□り
ほＶＳみ の る■
(アイスリボン)(パンクラス)
《敗退順》
堀田祐美子(フリー)、GAMI(WAVE)、カリビアンKIM(フリー)、小馬
場、FUKAキッド(風香祭)、KAZUKI(JWP)、ボリショイ キッド(JW
P)、小猪木、さくらえみ(アイスリボン)、タニー・マウス(NEO)、宮崎有妃
(NEO)、紫雷美央(フリー)、闘牛・空(フリー)、FUJITA(東京愚連隊)、
鈴木みのる、りほ(りほ以外が失格！)※りほが優勝！

▲

西口プロレス、西口ＤＸ、小猪木興行に参戦してくれた女子プロレスラー風香が引退する
最後の興行を行った。風香はＪＤスター女子プロレス時代は賀川照子の後輩にあたる。そし
て今や小猪木は一流レスラーとの対決は名物化しているが、何を隠そう初めて闘ったプロレ
スラーが風香だった。そして二郎＆見た目が組とのいくつもの名勝負…。小馬場の風香祭参
戦…。西口との縁もかなり交流があった。今回の最後の大会に風香祭に参戦経験のある小
猪木、小馬場のｂｉ砲が時間差バトルロイヤルに出場した。風香はメインに集中する為にバ
トルロイヤルは出場していない。このバトルロイヤルには鈴木みのるがいる。みのるが台風の
目となった。小猪木との対決も見れた。その他、ｂｉ対ＪＷＰ、ｂｉ対ＮＥＯなども見れた。小
馬場はみのるに場外に落とされ、小猪木はＪＷＰのボリショイとＫＡＺＵＫＩと同時敗退し、
優勝を逃してしまう。優勝したのは小学生レスラーのりほがみのるとＦＵＪＩＴＡの落とし合
いに残り優勝。メインに出場した風香。お疲れ様でした（カメラ：末岡）。

小学生レスラー・りほの
優勝に納得の
いかない小馬場と小猪木

▲

風香引退！

鈴木を破ったりほ︵右︶が優勝！
レフェリーはTommy︵左︶が務めた

▲鈴木との再会に小猪木緊張が走る

３・２１新宿大会《ＭＡＰ》
＞タッグマッチ
桂ヤスヒロJr(グレプロ)
ばってん
○見た目がＶＳピンクタイガー(グレプロ)●

リボン付きの
きむこは大変珍しい！

風香祭FINAL！小猪木、小馬場出場！鈴木みのるらと激突！ 小猪木vs女長州！三連戦！
▲
▲

４・１０土浦大会《歌芸夢者=第1部》
＞シングルマッチ
△小猪木ＶＳきむこ△
（スターメイカー）

！？
土浦の歌芸夢者大会で小猪木対きむこ（スターメイカー）の三連
戦が行われた。きむこはものまねタレントで色んなものまねをやる中、
長州力か小力のものまねをやっている。女長州対小猪木。まず１試合
目は罵詈雑言の応酬で試合が成立せずドロー。２試合目はきむこラリ
アットが炸裂し、小猪木敗退。３試合目は凶器のクラッカーで殴打した
きむこが反則負け。どれも女のきむこが有利に進めていた（カメラ：歌
芸夢者）。

西口若手興行『西口ドア』の
エースとして活躍する傍ら、数々
のプロレスのリングで活躍する
ばってん多摩川。今回は西口プ
ロレスの代表として、グレプロの
リングに立った。リングには、４チ
ームの代表が集結した軍団長
マッチ。試合は、ばってんの健闘
もむなしく、最後は、ZIPANG
(SSS)のフライングニールキッ
クがB・たけむらこういち(BGP
)に決まり、軍団抗争劇に終止符。
相手が強敵だったのか、それと
も西口プロレスという看板の重
圧なのか、残念ながらばってんは
西口軍に勝利をもたらすことは出
来なかった（カメラ：ひっちゃん）。

最後は伝家の宝刀
見た目がクラッチで
西口軍の勝利！

MAPがプレ旗揚げ戦を新宿FACEで行い、他団体で活躍を見せる見た目が＆ばってんが参戦した。何
でもMAPとはモンゴル・朝青龍・プロレスの略との噂がでまわり、プレ旗揚げ前から話題騒然。元横綱朝青龍
が来場するのではと期待がふくらんでいた。見た目が＆ばってんの相手は、グレートプロレスでも肌を合わせ
たことのあるピンクタイガー総帥＆“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr(共にグレプロ)。最後は対プロレスラーには
勝率の高い見た目がクラッチで勝利。結局のところ、会場には多数マスコミがかけつけたが、朝青龍は来場
せず。MAPとはミツヨ・アサカ・プロレスの略だったという何ともお粗末な結末だった（カメラ：キョンちゃん）。

４・１０土浦大会《歌芸夢者=第3部》
＞シングルマッチ
◇小猪木ＶＳきむこ◆
(スターメイカー)

ばってん、西口の代表として勝利飾れず…

▲
▲うまく分断作戦を行う見た目が＆ばってんの西口軍

４・１０土浦大会《歌芸夢者=第2部》
＞シングルマッチ
○きむこＶＳ小猪木●
(スターメイカー)

▲左からばってん、桂ヤスヒロJr.、ZIPANG、B・たけむら
４・４北千住大会《グレプロ》
＞４ＷＡＹマッチ
○ZIPANG(SSS) VS B・たけむら(BGP)●
残り二人は“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr
(グレプロ)とばってん多摩川

見た目が、レスラーに勝利！ 真・下町スクランブル混戦！ 見た目が、焙煎、時間差バトルロイヤル！
▲

最後は憧れの
天龍源一郎を彷彿と
させるパワーボムで
３２６をしとめた！

４・４北千住大会《グレプロ》
＞シングルマッチ
○見た目がＶＳ３２６●
(フリー)

グレートプロレスリングで空手出身の３２６（フリー）とシングルマッチ。見
た目が邦彦は入場時に自分の入場曲を歌いながら入場。見た目がも大分、
グレートプロレスリングのマットには慣れてきたのか、落ち着いた面持ち。そ
のままペースを握ると五分足らずで３２６をパワーボムを決めて勝利。プロレ
スラー相手にパワー殺法で勝利した見た目がであった（カメラ：ひっちゃん）。

▲

最後はウル☆トン
(右)の裏切りもアシス
トとなり見た目がク
ラッチで３カウント！

４・１８大袋大会《真・下町》
＞タッグマッチ
ばってん
ウル☆トン(フリー)
○見た目がＶＳパ パ(真・下町)●
真・下町プロレスのバカボンのパパは西口プロレスから完全勝利を奪う為に最強
の助っ人、巨女のウル☆トン（）をパートナーに見た目が邦彦＆ばってん多摩川と対
戦した。パワーファイターのウル☆トンに苦戦する西口コンビ。バカボンのパパのセコ
ンドのバカボンのママがばってんにビンタ。ウル☆トン(フリー)が見た目がにトドメを
刺そうとするがそこでバカボンとウル☆トンが仲間割れ。なんとウル☆トンはばってん
のアシストを受け、瀕死の見た目がは蘇生し、見た目がクラッチで逆転勝利。ウル☆
トンが西口側につき、西口軍に頼もしい味方ができた。真・下町も抗争が混戦模様を
描いた（カメラ：有元英子）。

３・２４新宿歌舞伎町大会
《バトラーツ》
＞時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○竹 嶋ＶＳ矢 野●
(バトラーツ) (バトラーツ)
※敗退順=焙煎、見た目が、伊橋、澤、
小笠原、矢野！優勝は竹嶋！

▲

店内所狭しと大暴れ！
見た目が(左)、焙煎の鼻毛を
抜く反則攻撃!?

焙煎と見た目ががバトラーツの時間差バトルロイヤルに参戦。出場した順番は矢野
啓太（バトラーツ）、伊橋剛太（DDT）、見た目が、澤宗紀（バトラーツ）、焙煎、竹嶋健二
（バトラーツ）、小笠原館長（フリー）の順。やはり、ホープの澤、ベテランの小笠原が優勝
候補となる。最初に散ったのは焙煎。しかも見た目がクラッチに敗退した。見た目がもま
ずは西口で結託して欲しかったが、喜ぶのも束の間、見た目がも場外に落とされる。次
に伊橋が敗退すると優勝候補が狙われ、澤は矢野に、小笠原は竹嶋に丸め込まれ敗
退。決勝戦は竹嶋のスピアーからのフォールで矢野を下して優勝した（カメラ：ミツオ）。

小鹿真意って誰だ!?見た目が本名で試合！ ぽっぽ、プロレスラーと初対決も惨敗！ 初の試み！ツイッタープロレス！

本名となって
一から本格的な
プロレスの練習を
つんでいる見た目が︵
右︶
相手は妻木︵
左︶が
務めた

▲

４・１８大袋大会《真・下町》
＞シングルマッチ
○シャークＶＳぽっぽ●
（SSS）

▲
得意のSuica攻撃も
相手に逆に使われ
倒されるぽっぽ

西口ドアのミスターぽっぽ。まだそれ程勝ち星に恵まれてないにも関わ
らず、早くもプロレスラーとの対戦が決定した。序盤、プロレスラーのザ・シャ
小鹿真意は見た目が邦彦の本名である。何故、本名に戻したのか…。相手はまだプロ ーク（SSS）の打撃に防戦一方のぽっぽ。だが、ぽっぽのトリッキー技が好
デビュー前の妻木洋夫（ユニオン）。デビュー前の妻木に対し、仮デビュー戦ということで
を奏して反撃開始。青春18キック、山手線ラリアットとぽっぽは技を繰り出
自分もデビュー前の相手に対し、見た目が邦彦が出るまでもないということで本名に戻し していく。トドメのぽっぽＷチョップが決まった。嬉しさのあまりぽっぽダン
たのかもしれない。ルールは５分間のエキシビジョンマッチ。５分間の間にどちらが多く勝
スを踊る。だが、勝敗が付く前のダンスは無用だった。その隙にシャークが
つかというルールで行われる。本名ということでお笑い技を全て封印し、プロレスの基本
反撃。最後はシャークがツームストンパイルドライバーからのハイキックで
で対応しようとするが妻木もプロレスラーの卵。小鹿の技が通用せず逆エビ固めでギブ
ぽっぽを敗った。ぽっぽにとって大事なのは勝敗でなく内容。自己反省し
アップしてしまった。更に残りの時間も丸め込まれの３カウントも奪われてしまい、小鹿に
て次のドア（関連５面）に繋げて欲しい（カメラ：末キチ）。
とって醜態を曝した試合となってしまった（カメラ：末キチ）。

▲

初のツイッタープロレス
出場した左からけん＆
ガソリン ことね＆わか

４・７新木場大会《ＤＤＴ》
＞エキシビションマッチ
○妻 木ＶＳ小 鹿●
（ユニオン）

VS

４・１６高田馬場大会
《西口ドア》
＞タッグマッチ
○ことね
ガソリン●
わ かＶＳけ
ん
西口ドアが初の試みをした。最近流行のツイッターを使って試合を生中
継で放送しようとなった。試合はシャッターチャンスわか＆ことね組対けん
ちゃん＆坂本ガソリン組。ドア正規軍対ｎＷｄの試合だ。初の試みは中継
の音声が入らず…。反省点は残ったが、試合はことねのフライングボディプ
レスからガソリンをフォールし、勝利した。今後もツイッタープロレスをやって
いく構えだ（カメラ：川本）。

【西口激闘ダイジェストⅡ】

糸賀清和改め小蝶野正洋とけんちゃんのｎＷｄトップ２がタッグを組んだ。ｎＷｄは執拗とＭｒ．マジックを勧誘する。断固拒
否中のマジック。今回ばってん多摩川とのタッグで意思を誓い合う。だが、誤爆の連続に一触即発。再度結束したが、反則を繰り
広げるｎＷｄに対し、ドア正規軍セコンドは誰も助けに入らず終いにマジックは苛立ちを隠せない。そしてとうとう数回の誤爆で
正規軍と決別を決意してしまった。マジックはばってんに月面水爆を見舞い、小蝶野をアシスト。小蝶野のシャイニングケンカ弾
でばってんをＫＯ。マジックはｎＷｄ軍入りしてしまった。ばってんとの誤爆よりも復帰したギブ、シュウソウに対しても「あんなの
と一緒にやれない」というのも引き金になっていたのかもしれない。これでｎＷｄは５人。全面戦争を売る構えだ。

復帰！

シュウソウらんど復帰も大川軍の餌食に！
裏切りの月面水爆

新たに加入したマジック︵右端︶！
nWdの勢いはまだまだ止まらない

▲

４・１９中野大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
け ん
マジック
○小蝶野ＶＳばってん●

シュウソウ
らんど

マジック、ｎＷｄ軍入り！

西口ＤＯＯＲから西口ドア、アルファベットからカタカナ表記に変えて再出発の大会。新生になってから５月に
一周年を迎える。少しずつ一丸となってきた西口ドアだが、旧ＤＯＯＲ軍のギブ大久保とシュウソウらんどが復帰。
新生ドア正規軍入りを果たした中、マジックがｎＷｄ入りをしてしまった（カメラ：佐藤静香）。

大川三好三人衆

▲最後は片道燃料ダイブで
大川興業が勝利した
４・１９中野大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
○工
藤(大川)
ことね
名刀長塚(大川)ＶＳわ か
Ｖ 三 好(大川)
らんど●

大川興業強し！！

▲左から大川興業の工藤、名刀長塚、
ベルセルク三好の最強トリオ
旧西口ＤＯＯＲにいたシュウソウらんどが復帰を果たした。復帰戦が６人タッグ。パートナーのシャッターチャンスわか＆ことね
組の因縁の大川興業にはめ込まれた。シュウソウにとってこの数年間は何だったのか、または修業の成果を見せて欲しかったが、
その成果は特に見られなかった。今大会も大川興業（ベルセルク三好、名刀長塚、工藤）の３人は鉄壁のチームワークでわか、こ
とねを襲う。更に目玉は工藤がシュウソウを見ると冷静さを忘れ、大乱闘も面白かった。試合は終始、大川ペース。最後は大川軍
の合体カミカゼがシュウソウに炸裂させて圧勝。今回も大川軍に興行全体のインパクトを持ってかれた感は否めない。

ぽっぽダンス醜態！ガソリン初シングル初勝利！ 当たれば天国、外れれば地獄の裏拳ハリケーン！ ギブも復帰。大丈夫か西口ドア！
ぽっぽダンス

４・１９中野大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○ガソリンＶＳぽっぽ●

▲最後はサンダー杉山ばりの雷電ドロップ

▲敗因につながってしまったぽっぽダンス

ｎＷｄの坂本ガソリンが待望のシングル戦に挑む。相手はミスターぽっぽ。まだまだ結果は
残せてないが、前日にプロレスラーのザ・シャークとの一戦（関連４面）がどのように勉強になっ
たかが注目された。ぽっぽもガソリン相手に安定したファイトを披露。やはり人は経験が一番の
勉強になる。最後、山手線ラリアット、Ｗチョップが決まると前日同様、嬉しさ余ってぽっぽダン
スをしてしまった。ガソリンは蘇生し、背後から急所打ちからの雷電ドロップを決めて逆転勝ち。
雲竜型体固めも絵になってた。今回のぽっぽはよかったが、勝利までもう一息。かたやガソリン
はシングルでも戦力になることを確信した。なかなか好勝負だった。

▲最後はドラゴンスープレックスを
押しつぶされ、３カウント！

▲マザーの必殺裏券ハリケー
ンは目が回って空回り！
り！
４・１９中野大会《西口ドア》

▲最後は目の回ったマザーにプリマが
バットマン踵落としをきめて華麗にフォール ＞シングルマッチ
○プリマＶＳマザー●

第二試合、ミスマッチなカードが組まれた。プリマ・リエ対マザー・コングだ。
マザーは初シングル。序盤はスローなマザーを撹乱してたプリマだが、マザ
ーのパワーにはタジタジ。だが、華麗なるバレエ殺法で難を逃れると、マザー
の必殺技・裏拳ハリケーンに自らが目を回してしまい、プリマが逆転のバット
マン踵落としが炸裂。プリマが勝利した。マザーの裏拳ハリケーンは当たれば
大変なダメージだが、自分も目を回してしまうという弱点を露呈してしまった。

【西口激闘ダイジェストⅢ】

▲憧れの大谷晋二郎の出で立ちで登場のギブ大久保

大谷晋二郎公認

４・１９中野大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
箕 島
ドッジボール
ミニ沢ＶＳギ
ブ●
○つねお
Ｓ・カ ブ キ

どちらかというと生き残りを賭けたメンバーの集まる６人タッグ。なんとシュウソウに続いて
旧西口ＤＯＯＲのギブ大久保も帰ってきた。そしてノリコ・ドッジボールも初登場。ドッジボー
ルという名前の割にはキャバ嬢のような出で立ち。箕島大樹は前よりも一生懸命やってたの
がよかった。ザ・シロート・カブキのタッチを受けたギブ。つねおを攻めるもスタミナ切れだっ
たり、技を避けたりでやっぱりダメギブがいた。イヤ、前より酷くなっていた。最後の反撃にギ
ブがつねおに飛龍原爆固めを狙うが失敗。浴びせ倒しの形になりギブが敗退した。

ラン☆８プロレスが小山で旗揚げ。小山は小馬場の地元であり、小山での活躍が熱い。今回も小馬場プロデュース興行。
ただラン☆８プロレスと言ってもこの団体所属選手がいない。もしや小馬場がラン☆８プロレスを発足させるのか、注目で
あるが、それにしては心配な旗揚げ戦だったことは否めない。ただこの旗揚げ戦。観客は盛り上がった(カメラ：TPG金子)。

小馬場、ラン☆８プロレス旗揚げか!? どうした!?デブロディ！不完全燃焼！ 三沢対武藤!?ボロボロの二人の対決の行方は!?
４・１６小山大会《ラン☆８》
＞新西軍vs全西軍対抗戦
シングルマッチ
○小馬場ＶＳ糖尿猪木●

小馬場プロデュースをするラン☆
８プロレス旗揚げ戦。形は新西軍対
全西軍の抗争だが、小馬場がラン☆
８プロレスを立ち上げる噂もある。今
回の相手は初登場のアン糖尿猪木。
３月新宿大会の小猪木祭りには出場
しておらず、「納得できねえ」と小山大
会に強行出場を果たした。猪木ムー
ブを見せるもののスタミナのなさが露
呈され、最後は小馬場が貫禄のスー
パー16文キックが決まり勝利。全西
軍先勝した。

三沢が光晴対武藤けいじ
じいの夢の顔合わせとなった
この試合。初登場の武藤に
期待がかかる。序盤はお互
い相手の技を読み合う展開
になった。徐々にタイガードラ
イバーやフラッシングエルボ
ーなどを出し合い、一進一退
の攻防の末、最後は膝だけ
でなく全身ボロボロの武藤け
いじじいの補助式月面水爆
で勝利。三沢対武藤を彷彿
させる試合もグダグダだっ
た。新西軍が勝利した。

４・１６小山大会《ラン☆８》
＞新西軍vs全西軍対抗戦
シングルマッチ
○深夜バスＶＳデブロディ●

▲

初勝利をあげた橋本深夜バス

糖尿猪木︵左︶は小馬場︵右︶にコブラツイスト

▲

橋本深夜バスが二度目の出
場を果たした。相手は巨漢ブル
ーザー・デブロディ。だが、序盤
から橋本ペース。キックとチョッ
プのあめあられから逆水平チョ
ップを見舞うとカウント３が入っ
てしまい、呆気なく終了。観客も
デブロディに対して、不完全燃
焼が残る試合だったが、とりあえ
ず新西軍が勝ってタイに持ち込
んだ。デブロディもブルーザー・
ブロディのように強さを取り戻し
て欲しい。

▲三沢が光晴(左)と全身が悪い武藤けいじじい(右)

夢の対決!?

４・１６小山大会《ラン☆８》
＞新西軍vs全西軍対抗戦
シングルマッチ
○けいじじいＶＳ三沢が●

４・１６小山大会《ラン☆８》
＞新西軍vs全西軍追撃戦
シングルマッチ
○Ｃ鶴田(フリー)ＶＳタイガー●

オー！と往年の動きを見せるチョン鶴

西口プロレスジュニアヘビー級
王者のタイガーキッドは謎のゲス
ト・チョンボ鶴田（フリー）と今大会
の特別試合で行われた。プロレス
もできない鶴田。このような感じの
グダグダファイターを小馬場は好
きなようだ。タイガーはセコンドの
小馬場に対し、怒りをぶつけたい
ところだが、逆にそれが集中力を
欠かせ、タイガーは隙を見せてし
まい、バックドロップを喰らってし
まった。鶴田に不覚の敗北。して
やったりの小馬場。タイガーが醜
態を曝した。

４・１６小山大会《ラン☆８》
＞新西軍vs全西軍追撃戦
シングルマッチ
○ユダンＶＳ不蝶野(フリー)●

▲最後はユダン(左)のラリアットで
初登場の不蝶野(右)を料理した
西口プロレス６人タッグ王者のユダン・ハンセン（同王座のパートナーは
ブルーザー・デブロディとジミー・スニーカー）。ユダンも特別試合に出場。セ
コンドにデブロディが就く。相手はゲストの不蝶野正洋（フリー）。セコンドに
は武藤けいじじい、橋本深夜バスが就いて試合を盛り上げる。不蝶野のダ
メっぷりは歴然。最後はユダンが渾身のラリアットを決めて圧勝した。

▲

４・１６小山大会《ラン☆８》
＞６人タッグマッチ
不蝶野(フリー)鶴田(フリー)
けいじじいＶＳ三 沢 が●
○タ イ ガ ー
ユ ダ ン

大盛り上がりの
ラン☆８プロレス
次大会も期待したい

初登場！！
チョンボ鶴田 ▲

初登場！
不蝶野正洋

タイガー、ゲストのチョンボ鶴田に敗れる！ またややこしいゲスト不蝶野正洋！ 納得いかない６人がバトル！

不完全燃焼なる６人の緊急６人タッグ戦。
本気のタイガー。チョンボ鶴田（フリー）に雪辱
を果たしたかったが、鶴田よりも三沢が光晴と
の攻防が観客に火を点けた。動けるべき選手
はやはり動かなければダメだ。やはりこの試合
の焦点はタイガーと三沢がの二匹の虎対決。
最後はタイガーが三沢がに決めたスーパー回
転エビ固めが決まり、名誉挽回の勝利をした。

【結果表】
ＭＡＰ『M A P 旗揚げ戦プレ興行×夜王Grand Prix 』
東京・新宿FACE
平成22年（2010年）３月21日（日）
試合開始18時（観衆＝480人）
＞タッグマッチ
ばってん多摩川
“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr(グレプロ)
○見た目が 邦彦（9分32秒 見た目が固め）ピンクタイガー総帥(グレプロ)●

※見た目がクラッチからフォール
格闘探偵団バトラーツ『エビスコバトラーツ』
東京・新宿歌舞伎町エビスコ酒場
平成22年（2010年）３月24日（水）
試合開始21時30分（観衆＝30人）
＞時間差ロイヤルランブルバトルロイヤル
＜決勝戦＞
○竹嶋健二(バトラーツ)（29分30秒 体固め）矢野啓太(バトラーツ)●

《参加選手=出場順》
矢野啓太、伊橋剛太(DDT)、見た目が、澤宗紀(バトラーツ)、
焙煎、竹嶋健二、小笠原館長(フリー)
※敗退順は焙煎、見た目が、伊橋、澤、小笠原館長、矢野の順
で竹嶋のスピアーが決まり優勝！

＞九周年記念アントニオ小猪木祭り６人タッグ
イリミネーションマッチ
Ｃ 猪 木
あんぐらの猪木
○Ａ 大猪木（３－２）あんなにも猪木●
Ａ 小猪木
Ｎ
猪
木

風香祭『風香祭FINAL』
東京・後楽園ホール
平成22年（2010年）３月28日（日）
試合開始12時（観衆＝1600人超満員）

《敗退順》
堀田祐美子(フリー)、GAMI(WAVE)、カリビアンKIM(フリー)、
小馬場、FUKAキッド(風香祭)、KAZUKI(JWP)、ボリショイキッド
(JWP)、小猪木、さくらえみ(アイスリボン)、タニー・マウス
(NEO)、宮崎有妃(NEO)、紫雷美央、闘牛・空(フリー)、FUJITA
(東京愚連隊)、鈴木みのる、りほ(りほ以外が失格！)
※小学生レスラーのりほが優勝！
グレートプロレスリング『グレート44』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成22年（2010年）４月４日(日)
試合開始12時（観衆＝100人）

歌芸夢者『歌芸夢者ショータイム第二部'10・4・10』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年(2010年)４月10日(土）
試合開始21時（観衆＝150人超満員）

【リングサイド紹介】
実 況

＞シングルマッチ
○きむこ(スターメイカー)(１分12秒 エビ固め）Ａ 小猪木●
※ラリアットからフォール！
歌芸夢者『歌芸夢者ショータイム第三部'10・4・10』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年（2010年）４月10日（土）
試合開始22時30分（観衆＝50人）
＞シングルマッチ
◇Ａ 小猪木（１分24秒 反 則）きむこ◆(スターメイカー)
※クラッカー攻撃炸裂！

解 説

ラン☆８プロレス 『ラン☆８プロレス旗揚げ戦』
栃木・小山Round87
平成22年（2010年）４月16日（金）
試合開始20時（観衆＝40人超満員）
＞新西軍vs全西軍対抗戦シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（４分30秒 片エビ固め）Ａ糖尿猪木●
※スーパー16文キックからフォール！
アン糖尿猪木を破り、全西軍先勝！
＞新西軍vs全西軍対抗戦シングルマッチ
○橋本深夜バス（３分50秒 片エビ固め）Ｂ・デブロディ●
※逆水平チョップからフォール！新西軍タイ！

アントニオ
小猪木

レフェリー

＞新西軍vs全西軍対抗戦シングルマッチ
○武藤けいじじい（５分４秒 体固め）三沢が光晴●
※補助式ムーンサルトプレスが決まった！新西軍勝利！
＞新西軍vs全西軍追撃戦シングルマッチ
○Ｃ鶴田(フリー)（９分13秒 体固め）タイガーキッド●
※バックドロップからフォール！タイガー、
チョンボ鶴田に不覚の敗退！
＞新西軍vs全西軍追撃戦シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン（８分０秒 体固め）不蝶野正洋(フリー)●
※ラリアットからフォール！
＞６人タッグマッチ
Ｃ鶴田(フリー)
不蝶野正洋(フリー)
武藤けいじじい（13分40秒 超前方回転エビ固め）三沢が 光晴●
Ｙ・ハンセン
○タイガーキッド
※タイガー名誉挽回の勝利！
真・下町プロレス『大袋大会2010』
埼玉・越谷市ケルベロス道場 平成22年(2010年)４月18日(日)
試合開始13時30分（観衆＝40人）
＞タッグマッチ
ばってん多摩川
Ｕ☆トン(フリー)
○見た目が 邦彦（13分17秒 見た目が固め）Ｂのパパ(真・下町)●
※巨女ウル☆トンとバカボンが仲間割れ！そこにすかさず
見た目がクラッチ！ウル☆トンが西口を救った！
＞シングルマッチ
○Ｔ・シャーク(SSS)（7分1秒 体固め）Ｍ・ぽっぽ●
※ぽっぽ、対プロレスラー初対決！ハイキックでフォール負け！
西口ドア『西口ドア＠ツイッター開幕戦』
東京・カラオケ館高田馬場店
平成22年（2010年）４月19日（月）
試合開始18時（観衆＝10人超満員）
＞タッグマッチ
○ことね
坂本ガソリン●
Ｓわか（２分38秒 体固め）けんちゃん
※西口ドアの試合をツイッターで生中継！初の試みは中継の
音声が入らず…。試合はフライングボディプレスからフォール！
西口ドア『西口ドア第七弾』東京・なかのZEROホール視聴覚室
平成22年（2010年）４月19日（月）
試合開始19時（観衆＝80人超満員）

ポーク林

ガラ林

チキン林

リングアウンサー

リングガール

。
西口プロレス向上委員会

與坂唯

□りほ(アイスリボン)（19分24秒 リングアウト）鈴木みのる■
(パンクラス・ミッション)

＞シングルマッチ
△Ａ 小猪木（３分６秒 没収試合）きむこ△(スターメイカー)
※罵詈雑言で収集付かず！

＞タッグマッチ
けんちゃん
Ｍｒ．マジック
○小蝶野正洋（６分57秒）ばってん多摩川●
※突如裏切ったマジック。マジックの月面水爆から小蝶野の
閃光ケンカ弾でFIN！マジック、堂々のnWd軍入り！

馬越幸子

＞時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞

歌芸夢者『歌芸夢者ショータイム第一部'10・4・10』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年（2010年）４月10日（土）
試合開始19時30分（観衆＝150人超満員）

松尾アトム前派出所

＞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＞
○Ｌ・ローズ（６分１秒 踏付式体固め）Ｌ・乙羽屋●
※ローズボトムからフォール！ローズが西口王座13度目、
ＰＴＰ３度目の防衛に成功！

＞６人タッグマッチ
こ と ね
○工
藤(大川興業)
名刀長塚(大川興業)（９分56秒 体固め）Ｓ わ か
Ｓらんど●
Ｖ 三 好(大川興業)
※旧西口DOORのシュウソウらんどが復帰！工藤とシュウ
ソウの因縁勃発！大川軍の合体カミカゼ炸裂！

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

①ナントナク（３分36秒 卍固め）チャントシロ
②あんなにも（４分20秒 馬乗り腕固め）大猪木
③小猪木（５分34秒 体固め）ナントナク
④小猪木（６分２秒 アバラ折り）あんなにも
⑤小猪木（６分35秒 原爆固め）あんぐらの
※レフェリーのガラもリングアナの松尾も猪木祭り！
小猪木にアントニオ猪木酒場より勝利者賞を贈呈！

＞エキシビションマッチ（５分間勝負）
○妻木洋夫(ユニオン)（２－０）小鹿真意●
①妻木（3分43秒 逆エビ固め）
②妻木（4分21秒 エビ固め）
※見た目が邦彦が本名で出場！５分間に２本取った妻木の勝利！

マトン林

＞タッグマッチ
○小蝶野正洋
ばってん多摩川●
長州 小力（８分32秒 ＳＴＦ）見た目が 邦彦
※糸賀清和が小蝶野正洋に改名し、本興行デビュー！
見た目が＆ばってん組大健闘、だが、最後は小力の
サソリ固めと小蝶野のＳＴＦの共演！

ＤＤＴ『月刊若手通信４月号』
東京・新木場1st RING 平成22年（2010年）４月７日（水）
試合開始19時（観衆＝80人）

まめ

＞安藤なつ引退試合シングルマッチ
○賀川 照子（６分49秒 片エビ固め）安藤 なつ●
※なつファイナルマッチは昨年タッグリーグ優勝パートナーの
賀川が務めた！賀川のミサイルキックからフォール！試合後、
髭男爵のひぐちくんが花束贈呈に登場！

＞６人タッグマッチ
Ｎ・ドッジボール
箕 島 大 樹
久
保●
Ｍ沢 ミニ晴（７分11秒 背面式体固め） Ｇ 大
Ｓ ・ カ ブ キ
○よしえつねお
※旧西口DOORのギブが復帰！ノリコ・ドッジボール初登場！
ギブの飛龍原爆固め失敗でフォール負け！

ユンボ安藤

＞シングルマッチ
○Ｙ 戸 塚（６分53秒 エビ固め）超能力少年ダイジ●
※ヨット戸塚のデビュー戦はサーフボードストレッチからの
スクールボーイ！
＞ハードコア選手権試合５ＷＡＹマッチ
＜王者＞
＜挑戦者＞
○三平×２（10分33秒 体固め）焙煎TAGAI●
※三平が５度目の防衛！その他の挑戦者はユンボ安藤、
Ｄ仮面、Ｌ・ヤング！

＞シングルマッチ
○Ｐ・リエ（４分９秒 座り式体固め）Ｍ・コング●
※バットマン踵落としからフォール！

＞シングルマッチ
○見た目が邦彦（4分34秒 エビ固め）３２６(フリー)●
※パワーボムからフォール！プロレスラーに勝利！

カズミファイブ

＞シングルマッチ(時間無制限３本勝負)
○Ｇ 小馬場（２－０）世界のうめざわ●
①小馬場（６秒 片エビ固め）世界
②小馬場（5分50秒 エビ固め）世界
※第一試合から豪華カード！更に開会宣言に鳩山来留夫(オフィ
ス北野)が登場！ランニングネックブリーカーで９周年特別試
合を決めた！

＞シングルマッチ
○坂本ガソリン（５分19秒 雲竜型体固め）Ｍ・ぽっぽ●
※雷電ドロップからフォール！

エール橋本

西口プロレス『西口プロレス創立九周年記念興行第二弾』
東京・新宿FACE
平成22年（2010年）３月27日（土）
試合開始19時30分（観衆＝500人）

＞４ＷＡＹマッチ
○ZIPANG(SSS)（5分7秒 片エビ固め)B・たけむらこういち●(BGP)
※ニールキックからフォール！残り二人は
“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr(グレプロ)とばってん多摩川

【西口あらかると】
小力、テレ東『やりすぎコージー』！
5月3日(月)オンエア予定 テレビ東京系『やりすぎコージー』に小力が出演した！

小力、
TBS系『全種類』
！
4月20日放送のＴＢＳ系「全種類」に小力が出演した！

西プロ、スカパー２時間絶賛放送中！
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：4月13日江戸むらさき）などなど盛り沢山の内容！

ネットテレビ『お笑い××ナイト』！
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
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
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）、
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
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。

ネットテレビ『俺達のまんが道２』！
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
ネットＴＶ！西口情報も満載！毎週水曜22時から「BBStation 」にて。
必見！オンデマンド有り。メール募集！
http://bbst.tv/home/index.php?main_page=login �

松尾、
『東京7SENSE東京芸人案内所』！
『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
～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、
加藤生物 他(不定期にゲストあり) インターネットTV『nakano ＠ddress 』

松尾、
『ゲラゲラ配信』
！
『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！
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
トム前派出所、加藤生物、岡崎小林（元無免許ライダー）
http://www.live-station.tv/owarai/index.html

ＮＥＯ女子プロレス、
ＤＶＤ！
ＮＥＯ女子プロレス09・12・31後楽園大会のＤＶＤが発売された。
主なカード
女子プロレス選抜軍vs西口プロレス最強軍５vs５全面対抗戦
アントニオ小猪木、ジャイアント小馬場、世界のうめざわ、タイガーキッド、
実況マンｖｓタニー・マウス、宮崎有妃、植松寿絵、輝優優、趙雲子龍
他数試合 価格4000円

東京ダイナマイト！

※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。
三平、倉富『週刊少年チャンピオン』！

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』
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！
現在、松尾アトム前派出所、ばってん多摩川が参戦中！
！

週刊プロレス！
週刊プロレスNo1514号の「アメ週プロ」の「トホホイベント大集合」の
コーナーに小馬場対プチシルマンの試合の写真が掲載されていた！

西口ドア１周年記念興行！

西口寄席！

見た目が＆ばってん、グレプロ！

『お笑いプロデュースライブ』！

見た目が＆ばってん＆ぽっぽ、真ＦＭＷ！
■真ＦＭＷ 5月5日(水) 11:00開場/12:00開始 新木場1stRING
▼西口VS真・下町全面抗争
見た目が邦彦＆ばってん多摩川＆ミスターぽっぽ＆西口マシン VS
蟹K☆ING＆ドラゴンソルジャーLAW＆X＆バカボンのパパwithバカボンのママ
■チケット情報 特別リングサイド6000円 指定席5000円

ことね初の総合格闘技出場！
ＭＡＰのリングで西口ドアのことねが総合格闘技に初挑戦する！
『ＭＡＰ』5月3日(祝.月) 17:00入場 18:00開場
場所 東京・新宿FACE
チケット 10000円(最前列) 5000円
3000円(立見)
ことねvsナナチャンチン

H E R O !小猪木、小馬場、ユダン出場！
朗話者のプロレス団体「ＨＥＲＯ」が２月に旗揚げした。その時、小猪木が乱入！
そのＨＥＲＯ第二回大会に小猪木、小馬場、ユダン・ハンセンが登場する！
５月16日（日）東京・新木場1st RING 開場：11時30分 試合開始：12時
決定カード アントニオ小猪木vs友龍(HERO)
＜入場料金＞Ｓ席4000円 Ａ席3000円（当日500増）チケット問い合わせ・予約
は MAIL : jdes@eco.ocn.ne.jp 追加カードは後日ＨＰで発表！

焙煎、バトラーツ！
プロレス団体の格闘探偵団バトラーツに焙煎が出場！
焙煎TAGAI＆タイガーシャークvs二代目スーパータイガー＆三州ツバ吉
■５月１６日(日) ■開場/16:00開始/17:00 ■東京・北千住シアター1010ミニシアター
■SRS席 6000円、自由席 5000円、小中生 1500円 予約受付 believers_sc@yahoo.co.jp

TRIBELATE！小猪木vsＫー１！

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！

Ｋ－１などで活躍中のキックボクシングのWMF(世界ムエタイ連盟)世界ライト
ヘビー級王座、UKF(全世界キックボクシング連盟)世界ライトミドル級王座の
二冠王者が小猪木と激突する！
異種格闘技戦 アントニオ小猪木vs我龍真吾(ファイティングマスター)
実況解説：東京ペールワン(エール橋本＆ユンボ安藤)
TRIBELATE vol.28 ～Hybrid Club Fight～
5月22日(土)会場：東京・新宿FACE ロビー開場17:30 開始18:00
チケット SRS席：8,000円、テーブル席：8,000円、RS席：6,000円、S席：5,000円、
A席：4,000円、立見：3,000円 ※いずれもドリンク別、当日券は全て+1,000円
お客様お問合せ先 03-3987-2055（株式会社TRIBELATE）

小猪木、ＦＭ沼津『格闘ラジオ』
！

小力、小猪木、アミュプラザ長崎！

沼津コーストＦＭラジオ『格闘ラジオ・ゴングで飛び出せ！』に小猪木が
４/３に出演した！尚、当番組は４月より、毎週木曜20時から変更になり、
■長州小力、アントニオ小猪木出演！
毎週土曜13時から放送時間が変更された！
5月4日(火)14:00～、15:30～（予定） 会場：アミュプラザ長崎かもめ広場
入場無料
http://www.amu-n.co.jp/index.html

山形FＭ762ラジオモンスター『お笑いホスピタル』！

東京ダイナマイト、M-1ツアー！

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
東京ダイナマイト(二郎、松田)がM-1ツアーを回っている！
「お笑いホットライン」4/1…ユンボ安藤、4/8…エール橋本、4/15…佐々木孫悟空、 ５月の予定は次の通り！M-1グランプリツアー2010
5/１ 大阪・メルパルクOSAKA、5/9 熊本・崇城大学市民ホール、
4/22日…カールぼっち(ミスターぽっぽ)

小力連載！
『お笑いハイブリット』
！
小力連載開始！4月24日(土)発売「お笑いハイブリッド」（メディアボーイ）！

小力『週刊文春』
！
小力が4月28日(水)発売「週刊文春」掲載！

佐々木孫悟空、レギュラー雑誌！
漫画実話ナックルズ(毎月16日発売)にて、
虫を使った料理を紹介・
「虫ボーですよ」連載中!!

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：5月19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)、元氣安、
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

『西口ドア １周年記念興行inまつり湯』 日時:5月26日(水)
18:30開場/19:30開始 料金:前売2000円/当日2500円 ※入湯料込み
会場：浅草ROXまつり湯（台東区浅草1-25-15浅草ROX6F ）
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
ロート・カブキ、シャッターチャンスわか、ことね、箕島大樹、小蝶野正洋、
けんちゃん、坂本ガソリン、マザー・コング、ぴんぽんず「最高」川本CEO、チキン林、
４月の優勝は「スポンジブルドック」でした！MCもやります！
松尾アトム前派出所 他 チケットご予約：西口プロレス事務局03-5308-1231
■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）
■グレートプロレスリング
5月27日(木) 18:45開場/19:15開始 新木場1stRING
▼出場選手：見た目が邦彦、ばってん多摩川
チケット全席自由3000円 ※当日は500円増。小学生未満無料
「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、

３月31日、東京ダイナマイト(ハチミツ二郎、松田大輔)がFM-NACK5
「The Nutty Radio Show 鬼玉」に生放送で出演した！

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
オ小猪木の小元気ですか～っ!?」のゲストに3/23アブドーラ・ザ・ブッチャン、
3/30安藤なつ、4/6吉田万里子(女子プロレスラー)、4/13すぎはら美里(タレン
ト)、４/20まねだ聖子が出演した！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！

日本まな板ショウ！
日本まな板ショウ ■日時：5月3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
(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)、
カールぼっち(ミスターぽっぽ)、カズミファイブ、BBゴロー、メリー他

5/9 福岡市民会館大ホール、5/16 北海道・道新ホール、
5/23 栃木県総合文化センターメインホール

小力ＭＣで登場！
5月3日【Sixh.×MensSPIDER FASHIONSHOW&LIVE】 18：00開場／19:00開演
会場：原宿ラフォーレミュージアム ＭＣ長州小力 チケット：下記にて
好評発売中! 全国h.NAOTOショップ e-shop≫http://ses.s-inc.com
e-プラス≫http://eplus.jp
金額：3,675円（税込）

小猪木、
『谷川真理駅伝』出場！

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）
■5月22日(土) 会場：新宿Ｆu- 13:30開場 14:00開演 ■出演 スギタヒロシ 他
■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！

東京ダイナマイトトークライヴ！
「東京ダイナマイト先生vol.23～五月病VS松田大輔～」
【出演】東京ダイナマイト(ハチミツ二郎、松田大輔)、ゲスト有り
日時：５月１３日（木）OPEN18:30/START19:30 前売￥2000
※前売券はローソンチケットにて発売!!(Lコード:36713)
会場：新宿ロフトプラスワン
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/

小猪木、大阪トークライブ２デイズ！
闘道館PRESENTS！「アントニオ小猪木の小アで深イイ話6in大阪」
毎回好評の「闘道館」提供お宝グッズが当たるゲーム大会もやりまーす！
日時：2010年5月7日（金） 開場／午後8時30分・開演/午後9時
会場／創作居酒屋 元祖 無法松 大阪市中央区西心斎橋2-8-33大阪センタービルB1
料金/￥3,000-（たこ焼き他&ワンドリンク付。ドリンク追加別途￥500～）
出演/アントニオ小猪木 MC/コマ＠雪崩式
チケット予約も賜ります。（予約での参加は当日景品プレゼントあり）
参加人数、お名前をメールまたは電話でお知らせ下さい
闘道館 03-3512-2080 info@toudoukan.com
問合せ：西口プロレス事務局 03-5308-1231
創作居酒屋 元祖 無法松 06-6213-7110
定員になり次第締め切りとなります。
※5月8日(土)のイベント詳細につきましてはHPでお知らせします。

お笑いファンタジア！

お笑いファンタジア57
■日時：5月10日(月) 開場18:30 開演19:00
■場所：お江戸上野広小路亭
■料金：［当日のみ］1000円
■出演：なべやかん，世界のうめざわ，あんちゃん(東京ペールワン)，
猫ひろし，三平×２(ペイパービュウ)、スカダイジトロ(ダイジ)、
うつのみや八郎、ジジ・ぶぅ、元氣安 他

世界、浅草エンタメ！
特選寄席 エンタメヒットパレ－ド2010 Vol.13
ＧＷ特別企画 浅草寄席12時間スペシャル 4月30日(金)開場9:45 開演10:00
会場:浅草東洋館 大人：3,000円 学生：2,500円 小人：1,500円
詳細はこちらから http://www.asakusatoyokan.com/

松尾、ライブ情報！
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」
！
5月14日(金）第２回お笑い「ピンダイナマイト」ピンネタライブ
会場:なかのＺＥＲＯ視聴覚ホール 開場19:00 開演:19:30ゴング
料金:当日受付にて入場料1000円
出演：ぴんぽんず「最高」川本、カールぼっち（ミスターぽっぽ）他

アントニオ猪木酒場！
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！
広島店もあります！ぐるなび、Hot Pepperに小猪木も掲載中！
※猪木酒場福岡店が閉店致しました。ご来店ありがとうございました。

西口メンバーＧＲＥＥ！
西口メンバーがＧＲＥＥでブログ書いています！！
http://www.wgwf.com/blog.htm
こちらから各メンバーのブログが読めます！！

約6000人のランナーが参加する第6回谷川真理駅伝に小猪木、花満開が出場！
5月23日（日）9:30スタート 開催地：板橋区 荒川戸田陸上競技場
各ライブのお問合せ・ご予約は西口プロレス事務局まで
(都営三田線・西台駅より徒歩15分)※なお、駅伝の参加は締め切っています。
03-5308-1231(月～金11:00～19:00)

西口プロレス～ドタバタうるさい西口プロレス～
西口プロレス 2010.4.27 (火) 東京・新宿FACE
第一試合 タッグマッチ

ザ・オバサン
K
I
D

VS

超能力少年ダイジ
ばってん多摩川

第二試合 ハードコア選手権試合3WAYマッチ
《王者》

《挑戦者》

《挑戦者》

三平×２ VS けんちゃん VS じっちゃん
第三試合 タッグマッチ

賀 川 照 子
見た 目 が 邦 彦

VS

ドン・クサイ
焙煎TAGAI

第四試合 シングルマッチ

誰でしょう！？マン

VS ス

リ ム マ ン

第五試合 ６人タッグマッチ

ダーテ ィ ー 仮 面
デブ・マスカラス
ハチミツ二郎

VS

ジミー・スニーカー
ユダン・ハンセン
世界のうめざわ

第六試合 西口プロレス最強タッグ選手権試合
《王者組》

ジャイアント小馬場
アントニ オ 小 猪 木

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）

《挑戦者組》

VS

チャーシュー専門店
チャーシュー力

各種保険適用で安心価格！気軽にリフレッシュ！

東久留米店 TEL 042-476-1898
TEL 03-3780-1231
新狭山Z店 TEL 042-900-0188
三芳店
TEL 049-257-0303 営業時間 AM10:00～PM21:00 定休日 日祝日休

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
西口プロレス
「迷わず食べよ食べればわかるさ」
ブロードバンド
オフィシャルサイト
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！

ラブセクシー・ヤング
ラブセクシー・ローズ

渋谷区道玄坂1-21-1広井ビル4F（ダイニング二郎のななめ前）
お気軽に治療を受けて頂ける医院を目指しております

Dining 二郎
特製ホルモン鍋・二郎鍋を中心に、
関西新世界名物の串かつや地鶏、
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。

