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真っ只中の新宿大会で波乱が起きた。西口タッグ王者組の小猪木＆小馬場組に挑戦したのはローズ＆ヤン
グ組で昨年西口タッグリーグ準優勝組だ。そんな乙羽屋乱入による奪取で王座移動してしまった。混戦のタッ
グ王座と同様、ハードコア王座も三平が転落。三平が負けずに王座移動した。一体どういうことなのか？気にな
る西口４月大会となった（新宿大会 カメラ：ばってん多摩川）。

▼突如、ローズのピンチに乙羽屋がリングへ！

乙羽屋乱入！

春

西スポ

！

娯楽の殿堂

西口スポーツ

砲、
王座陥落

bi

乙羽屋乱入！ローズ＆ヤング組初奪取！

４・２７新宿大会
＞西口最強タッグ選手権
＜挑戦者組＞ ＜王者組＞
ヤング
小馬場
○ローズ ＶＳ 小猪木●
※挑戦者組が第22代王者組となる！

→

→

乙羽屋は毒粉噴射後にはタライ攻撃
▲

▲小馬場はここ一番にみせる
プランチャを敢行

▲トップロープからヤングがジャンプ ▲ヤングは小猪木のスネをステップキック

するも吸い込み式河津落としの餌食に

残
念

6・29 西口プロレス新宿FACE大会～あの技が思い出せない…～
■日時：6月29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 ： 816-411 ※当日500円アップ
１ドリンク制

6・6 ばってん＆見た目が 666新木場 6・13 見た目が＆ばってん＆ぽっぽ 真・下町越谷 6・20 イベント川口大会
6・24 西口ドア阿佐ヶ谷 6・26 見た目が＆ばってん&ぽっぽ＆つねお スーパーFMW新木場 ※詳細は７面、もしくはHPで
わかり次第発表します
トリプルシックス

４月大会のメインはｂｉ砲︵アントニオ小猪

木＆ジャイアント小馬場︶の持つ西口プロレス最

強タッグ王座戦となった。
ｂｉ砲は同王座に４

12

度君臨。
各地を転戦し、
獲得や防衛を重ねてい

た。
昨年 月の西口タッグリーグ戦において、
同

王者組での優勝でタッグ二冠を狙ったが、
リー

グ開幕戦で賀川＆安藤なつ組に負けたのが尾

を引き、
同組に優勝を許してしまった。
そして

▲場外ではローズと小猪木が
傘でチャンバラ乱闘

今年２月ｂｉの持つタッグ王座に優勝した賀川

＆なつ組の挑戦︵なつ引退宣言により見た目が

が代打出場︶したが、
ｂｉが貫禄のリベンジに成

功。
次に挑戦に名乗りを挙げたのは同リーグ戦

準優勝組のラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー

・ヤング組だった。
ｂｉ対ローズ＆ヤング組は実

13

はまだ今まで２度しかない︵ちなみにｂｉ対ロ

ーズ＆乙羽屋組は通産 回︶。
一昨年８月新潟

大会はｂｉ勝ち。
昨年リーグ公式戦はローズ組

の勝ちの五分五分。
今大会もどちらかというと

16

で痛めつける！小猪木は苦悶の表情

百戦錬磨のｂｉが試合のペースを確実に握って

いた。
だが、
フィニッシュの小馬場スーパー 文キッ

クからの小猪木延髄斬りがローズを捕らえ、
王

者組余裕の防衛と思った瞬間なんと乙羽屋が

乱入。
たらいを手に殴打、
毒粉、
レフェリーに暴

行とやりたい放題。
ガラ林が眼を覚ました時は

小猪木がローズボトムを喰らって万事休す。
悪夢

の転落劇で赤っ恥をかいてしまった。
ｂｉの抗議

も虚しく王座移動。
今後、
ｂｉリベンジなるか、

見た目が＆賀川組も狙うだろう、
焙煎＆ドン組

も復活した、
ユダン＆デブロディもいる。
元王者

組の世界＆タイガーキッドもいる、
西口ドアタッ

グリーグ優勝者のばってん＆つねおもいる。
混戦

▲ローズの凶器を逆に利用した小馬場の
▲無法地帯の中、惜しくもローズボトムに小猪木が沈んだ アシストから小猪木の一斗缶ドロップキック

模様のタッグ王座。
目が離せなくなってきた。

→

▲スーパー16文からの延髄斬りで終わりかと
思われたが…この後、侵入者が現れる

ハプニングだらけ

▲マスクを揃える自称仮面貴族トリオ

ジミーのサイド
スープレックス

▲試合早々D仮面のマスクが取れる

D仮面はデジャヴ!
試合中ユダンのカツラが
よく取れた！

！

▲マスクと髪の毛をかけた戦い「マスカラ・コントラ・カベジェラ」！
二郎がバリカンを手にするも、敗者のユダンの髪の毛は既に無い！

最後は二郎のスワントーンボムで
ユダンの髪切りが決定した！

マスカラとはスペイン語で覆面、カ
ベジェラは髪の毛という意味だ。よっ
て覆面を被っている者は敗れたらマ
スクを剥ぎ、素顔の者は敗れたら髪
を切られるというメキシコでよく行
われているルールだ。本来は負けた
組全員がやらなければならないが、
今回は更に厳しく敗れた者、一人の
みがマスクか髪の毛を賭けなければ
ならないルールとなった。先輩は世界
のうめざわとデブ・マスカラスは緊張
感ある攻防からジミー・スニーカーと
ダーティー仮面の軽量級対決。Ｄ仮
面はマスカラスのマスクを被って試合
をやった。もう一人のパートナーのハ
チミツ二郎もマスカラスマスクを着用
。これはある意味、撹乱作戦にも見
える。ジミーの首投げがＤ仮面の覆
面が取れてしまうアクシデントに見
回れた。敗者覆面剥ぎマッチでは本
来反則だが、試合は続行された。中
盤は二郎も場外戦で覆面を取れて
しまう。仮にマスクの取れたＤ仮面
と二郎が敗れた場合は髪を剃ると
なるのか…試合は続く。終盤、ジミ
ーとユダン・ハンセンの誤爆を誘い、二
郎がユダンにＤＤＴ。ユダンのカツラ
も吹っ飛んだ。そのまま二郎はユダン
にスワントーン。ユダンが敗れてしま
った。ルール通り、敗れた者は覆面か
髪を賭けなければならないが、既に
カツラの取れたユダンは髪がない。だ
がルールはルール。勝者二郎は髪の
ないユダンにバリカンを入れる。暫く
して意味ない事に気付いた二郎は
ツッコミを入れ終了。マスクは取れ、
髪も取れ…どうなるか解らなかっ
たこのハプニングデスマッチもなんと
か無事終了した。

マスカラ・コントラ・カベジェラ

D仮面は華麗な
ムーンサルトプレス

▲

←

！

賀川ひとりできかないとみるや
見た目がが追撃してドンを倒す

４・２７新宿大会
＞敗者髪切り＆覆面剥ぎ
６人タッグマッチ
Ｄ 仮 面
ジミー
マスカラスＶＳユダン●
○二
郎
世 界

▲

▲

華麗なる世界︵右︶の稲妻レッグラリアット炸裂！

▲相打ち！フライングクロスチョップ

じっちゃん初奪取

！

昨年タッグリーグ戦優勝し
た賀川照子は引退した安藤な
つから見た目が邦彦にパートナ
ーを替えて２月に小猪木＆小
馬場の持つ西口タッグ王座に挑
戦したが、惜しくも後一歩のと
ころで敗れた。今回、再びタッグ
王座獲りに始動した。だが、こ
こで立ちはだかったのは久々の
タッグの焙煎ＴＡＧＡＩ＆ド
ン・クサイ組。不調の焙煎も久
々のドンとのタッグで復調のき
っかけを見出だしたいところ。
先発はドンと賀川。かつてはド
ンタガイと賀川は毎回のよう
に闘っていた。賀川と見た目が
はスピードとタッチワークで先
手を取る。焙煎は寝技で活路
を見出だそうとしたが、見た
目がも最近、プロレス団体に出
てるせいか対応して成長してい
た。焙煎は作戦変更。パワーと
打撃で力の差を見せ付けた。
タッチを受けたドンがフィニッ
シュの飛び技ドンフライを賀川
に披露。見た目がが辛うじて
カット。何とか蘇生し、見た目
がと賀川は合体技などを繰り
出し、最後は賀川が１２５キロ
のドンに原爆固めを決めて勝
利。最近、賀川は安藤なつやド
ンを原爆固めで投げている。元
女子プロレスラーのパワーか、ア
ラサー女のパワーか凄い力だ。
これを機にパワー系ならパワー
系に変身し、大男を投げちぎっ
てほしい。女賀川はまだまだ変
身する。アラフォーになる頃は
恐るべしパワーを発揮してそう
だ。
ぽ抜ける！カツラをつけて対処する見た目が

闘いに夢中の見た目が︵
左︶
のコスチュームが
剥がれた 気になる観客は爆笑の渦！
!?

怪力のドンは見た目がに
高角度のチョークスラム

▲

▲左からジミー、ユダン、世界

▲巨体の二郎が場外ダイブ

▲二郎を狙ったユダンのウエス
タンラリアットがジミーに誤爆！ ▲レイス式のヘッドバットは失敗に終わる世界

女子プロ流の攻撃

コルバタでドンを投げる賀川

▲

incredible
パワフル賀川！
賀川＆見た目がの好タッグ！今後の活躍が期待される！

▲フットスタンプ二連発の妙技

ハードコア王座王者が負けずに移動

←

ハードコア選手権、今回もよくありが
ちな３ＷＡＹマッチ。３ＷＡＹマッチとは
３人が同時に闘うのだが、バトルロイヤル
と違って勝ち残り戦でなく、３人の誰か
が勝利した時点で試合終了となる。それ
プラス、ハードコアルールは反則・場外戦
が自由というルールだ。王者の三平×２
はこのルールには王者だけあって慣れてい
る。もう二人の挑戦者はけんちゃんとじっ
ちゃん。
けんは世界のうめざわやアブドー
ラ・ザ・ブッチャンとヒール軍団を結成し
たり、西口ドアではヒール軍のｎＷｄの一
員であったりする為、三平は驚異に感じ
たか、じっちゃんよりもけんを意識してい
たように見えた。けんはまずはじっちゃん
と共闘を見せるもじっちゃんは三平に相
手にされず、けんと闘いを続ける。けんと
も誤爆するじっちゃん。三平はうるさいじ
っちゃんに脚立やバケツ攻撃。けんは背後
を見せる三平に照準を絞るも技が雑で
勢い余ってクリーンヒットがない。そんな
けんに三平は逆転。場外戦、流血戦もあ
り、最後は瀕死のけんに三平は脚立フラ
ンケンシュタイナー。共に頭部から落下し、
二人は大タメージ。じっちゃんがヨレヨレと
けんを押さえ込み、じっちゃんがまさかの
勝利でタイトル移動した。この３ＷＡＹ
ルールは王者三平から獲らなくても勝っ
た者が勝者となる。このような挑戦者同
士での決着での王座移動劇は西口マット
では初だ。そしてじっちゃんも初の王座獲
得となった。今夜のじっちゃんは美酒に酔
えそうだ。三平にやられて切れた口内も
痛くは感じないことだろう。

脚立フランケンシュタイナー

▲ドンはWのラリアットを勘違い ▲焙煎のヒ－ルホールド ▲ロープの反動を利用した

が見た目がをとられる

▲

▲ジミーのスーパーフライ

バックステージで何があったのか、三人とも顔面血だらけに！

安全式パイルドライバーも
決め手とはならず…

３メートルの高さからけんちゃん︵右︶
と三平は頭部から落下し、失神！

▲西口女子コンビは好連係でドンタガイ組を翻弄
▲最後は賀川(左)の原爆固め！邪魔な見た目が！

して凶器にかえる三平！じっちゃんが餌食に！
低空キック！けんちゃん顔面に炸裂！

!?

▲

▲有刺鉄線バットで殴る三平(左)！

▲じっちゃん西口ハードコアベルトを初奪取！防衛回数を延ばすことはできるのか!?
▲じっちゃんがたなぼたフォールでベルト奪取！

▲BLT(バケツ・ラダー・チェアー)全てを駆使
▲なぜか吸い込まれるじっちゃんの

＞ハードコア選手権3WAYマッチ
＜挑戦者＞＜挑戦者＞
○じっちゃんＶＳけ ん●
※じっちゃんが第22代王者に！
もう一人は王者三平！

ドンを原爆固め！
▲女子プロ式の首投げがボウズの為、すっ

４・２７新宿大会
＞タッグマッチ
○賀
川
ド ン●
見た目がＶＳ焙 煎

▲ ４・２７新宿大会

▲

▲

▲

▲

▲

▲正体は長州小力との噂の誰でしょう!?マンが再び登場！

!?

!?

!?

!?

試合はプロレスの正攻法ロックアップから始まったKID︵右︶とばってん︵左︶！

▲

▲
▲大逆転！ダイジの超能力でオバサン一回転！

▲ばってんの必殺アイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボー

！

先発はＫＩＤとばってん多摩川。試合前、ＫＩＤ

は執拗にばってんを挑発。二人は平成プロレスを観

て育った世代同士。初対決にしたら手の内が合って

いた。続いてザ・オバサンとばってん。重量級対決は

想像以上に迫力があったのは予期せぬ好展開であっ

た。次に超能力少年ダイジ。オバサンとの対決は朝、

息子を布団から叩き起こして学校に行かせる親子

【西口激闘ダイジェストⅠ】

のようだったのが印象に残る。再びＫＩＤとばって

ん。闘いを焦ったばってんは早くも勝負に出るが、Ｋ

ＩＤにはまだ余力があった。ダイジの超能力で阻止

▲KID＆オバサンの連係が冴え渡る！
ダイジは大ピンチ！！

するも以外とＫＩＤとオバサンのチームワークは

合っており、最後はオバサンのパワーボムからＫＩＤ

のダイビングニーアタックを食らったばってんが敗れ

メテオラ(ダイビングニー
アタック)がきまった！

てしまった。またばってんとＫＩＤ、オバサンも見た

▲ 最後はKIDの初公開の

いカードだ。
なかなかテンポのよい第一試合であった。

４・２７新宿大会
＞タッグマッチ
オバサン
ばってん●
○Ｋ Ｉ ＤＶＳ超 能 力

!?

！

!?

４・２７新宿大会
＞シングルマッチ
○誰でしょうＶＳスリムマン●
誰でしょう マン対スリム
マンの一騎打ち。誰でしょう
マンは昨年３月の西口８
周年興行第二弾の時の出場
︵翌月西口ＤＸの髭男爵戦
で乱入もしている︶以来だ。
スリムマンは初登場。スーパ
ーマンのような出で立ちのコ
スチュームだ。試合が開始す
るや、まるでヒーロー対決の
ように﹁シャキーン！説明し
よう！この技は…﹂説で、そ
れが試合を面白くさせてい
た。と技の解説が入る。解説

!?

!?

▲

!?

ガリガリのスリムマンが西口マット初登場！

▲「体に擦り付けられたら誰だって精神的
ダメージ負いますよ！」(解説ユンボ談)

によると誰でしょう マンの正体は長州小
力の噂とのこと。スリムマンは身長１６８
センチ、体重45キロのプロフィール。スリ
ムマンはスリムスペルス︵細すぎて見えなく
なって攻撃する技︶、スリムウエスト︵相手
のウエストを攻撃︶、スリムヘッドロック︵ヘッ
ドロックを更に己のアバラ骨でもゴリゴリ
閉める荒技︶を繰り出して先手を取ると、
誰でしょう マンは誰でしょう マン膝カッ
クン、誰でしょう マン肩パンチ、誰でしょう
マンケンタッキー︵凶器のフライドチキン
を擦り付ける反則技︶で反撃すると最後
は誰でしょう マンラリアットで勝利した。
客席もこの試合に不思議な空気に包まれ
ていたが、実況のエール橋本は﹁ある意味恐
ろしい試合…﹂、解説のユンボ安藤は﹁危なっ
かしい試合。二人はハートが強い。﹂とかな
りオーバーに肯定した実況解説で、それが
試合を面白くさせていた。

最後は誰でしょう マンラリアットが
火を吹き、
スリムマンはあえなく沈んだ！
!?

↓

▲イスとイスの狭い間を通りってのボディアタック！
不意をつかれた誰でしょう!?マンはダウン！

決戦！誰でしょう マン対スリムマン ばってん対KID＆オバサン、好試合

▼誰でしょう!?マン(左)がフライドチキンを凶器に使えば、
スリムマン(右)はソーメンで対抗する！

必殺『誰でしょう!?マンケンタッキー！』

小猪木、小馬場、ユダンがＨＥＲＯに参戦した。ＨＥＲＯとは耳と口が不自由な聾唖者の
プロレス団体。前回の旗揚げ戦で小猪木が大乱入。因縁を残し、今回第二戦では西口プロレ
スとＨＥＲＯの対抗戦が行われた（カメラ：タダシ☆タナカ）。

小馬場&ユダン、西口ワールド全開！
▲

５・１６新木場大会《HERO》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ友 龍●
(HERO)

２・20ＨＥＲＯ新木場大会で小猪木はメイン後に乱入。ＨＥＲＯを公開ダメ出し。メインだけでなく興行を
食うくらいの大見栄をきってきた。その因縁の一騎打ち。ＨＥＲＯのエースの友龍と闘った。友龍は正に天龍源
一郎を彷彿とさせる選手。早くも西口ＤＸで行われる小猪木対天龍戦の前哨戦と見るファンも多い。小猪木は
自身の天龍前哨戦や過去の猪木対天龍戦再現をさらさらやるつもりなどないようだ。あくまでも友龍との新たな
闘いのカレー始まりと言う。この試合は聾唖の団体で観客も聾唖者が多いため実況解説はなし。だが、聾唖者
相手に〝表現する〟〝伝える〟を原点に再確認できた試合でもあり、かなりの名勝負を残した。試合は小猪木が
キャリアの差を見せつけ、気迫の小卍固めで完勝。次は二人目の龍・Ｋ－１の我龍真吾と闘う（関連４面）。

▲

ユダンのジャンピンググニーが
今宵も冴える！

友龍は天龍ばりのWARスペシャルで
小猪木を攻める！レフェリーは
KIDOJOのちはな陽子が務めた

▲

厳しいローキックで友龍を攻めるキラー小猪木

最後は小馬場のスーパー
文で試合に終止符

▲
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５・１６新木場大会《HERO》
＞タッグマッチ
ユダン
百太聾 (HERO)
○小馬場ＶＳ寺 腰●(HERO)

▲女子聾唖レスラーの百太聾
もう一つの西口対ＨＥＲＯの対抗戦。小馬場＆ユダン組対寺腰雄太（ＨＥＲＯ）＆百太聾（ＨＥＲＯ）
組だ。先発はユダン対寺腰。寺腰もガタイではユダンに負けない肉弾戦を見せる。続いて小馬場と小柄な
女性の百太聾の対決は見物であった。間合いをあけて闘うのが巧みな小馬場に対し、元気と女を武器に
闘う百太聾は観客を沸かせた。更に百太聾はユダンのカツラを強奪。小バカにされた西口軍は奮起。意
地を見せる。終盤はこの日、二試合目でスタミナ切れの寺腰に照準を絞った西口軍は最後、小馬場のスー
パー16文が火を吹き勝利。小馬場、ユダン共に相手をかなり引き出した試合で小猪木も含め、今大会は
西口の存在感をかなり知らしめた大会となった。

【西口激闘ダイジェストⅢ】

小猪木のスリードラゴン対決第二弾にＫ－１ファイターの我龍真吾と激突。
天龍戦を前に結果は如何に!?小馬場は女子プロレスでバトルロイヤル参戦！
なんとＮＥＯが十周年を機に解散宣言！ＮＥＯに何があったのか!?西口ドア
のことねが総合格闘技デビュー。焙煎のバトラーツでの虎対決も掲載！

格闘技仕様の赤いグローブで
我龍に闘いを挑む小猪木

ＮＥＯ10周年興行で解散宣言！
来年西口の行方は…!?

▲

▲

NEOではレギュラー枠だった小馬場

５・５後楽園大会《NEO》
＞30人時間差バトルロイヤル＜決勝戦＞
○タニーＶＳ宮 崎●
（ＮＥＯ） （ＮＥＯ）
※タニーが優勝！
＜参加者＞※退場順
偽仲村由佳、マイケル・ジャスコ、おんな鶴見五郎、
チェリー、さくらえみ、ベンキ・ウ～メン、倉垣翼、
ポリス・ウ～メン、小馬場、なぎさ萌え萌え、趙雲子
龍、偽松尾永遠、アイガー、ハム子萌え萌え、りほ、
植松寿絵、偽三田英津子、広田さくら、唯我、ラン
ジェリー・ムタ、石川ジャイ子、松本都、真琴、金属
泥棒2世、米山香織、勇気彩、田村欣子、井上京子、
宮崎有妃 ※タニーが優勝！

リングアナウンサー

高橋卓也

▲猪木アリ状態で我龍攻略にのぞむ小猪木 ▲果敢にミドルキックで攻める小猪木
（芸人の元サードメン）
２月大宮大会で乱入して来た我龍真吾（ファイティングマスター）対小猪木の異種格闘技戦。我龍は元暴走
族でＫ－１ＭＡＸに出場しており、現役のＷＭＦ世界ライトヘビー、ＵＫＦ世界ライトミドル級の王者だ。レフェ
リーは和田良覚（フリー）。総合格闘技、キック、プロレスとメジャー団体では有名だ。喧嘩師の異名を持つ我龍。
試合は我龍の迫力ある打撃とキャラはかなり試合を沸かせた。「西口ルールは本気は反則！」と和田に再三注
意を受ける我龍。怒った我龍は小猪木に危険な膝蹴りで吹っ飛ばした後に和田レフェリーとバトル開始。我龍
対和田の方が度迫力な攻防を魅せた。３Ｒ開始早々揉める我龍と和田。だが、小猪木が我龍を羽交い締め。
我龍を蹴飛ばした勢いで小猪木ごと吹っ飛び、そのままレフェリーも巻き込んで押さえ込み、小猪木がフォール
勝ち。小猪木は打撃系を苦手にしていたが、蹴りも大分貰うも名勝負を展開。観客もかなり湧いた試合だった。
これで友龍（関連３面）、我龍の二人の龍を倒し、次はいよいよあの天龍に挑む（カメラ：高麗燦）。

!?

優勝

偽三田英津子はジャイアント小馬場似

▲

タニー・マウス

５・２２新宿大会
《TRIBELATE》
＞異種格闘技戦
○小猪木ＶＳ我 龍●
(Ｆマスター)

突如、
闘いの矛先がレフェリーの和田良覚に！

▲

▲試合途中、偽三田英津子が観戦中の本物と一触即発！

ＮＥＯ女子プロレス十周年記念興行で激震が走った。所属選手の井上京子退団、田村欣子、タ
ニー・マウス、宮崎有妃が年末に引退発表をしたのだ。三田英津子、元気美佐恵らの相次ぐ引退と、
新人が育たない現状に十周年が解散発表の大会となってしまった。来年、西口プロレスも十周年を
迎えるが、明日は我が身と考えられる。興行利益はあるのか？西口に新人は育っているのか？選手、
スタッフの役割分担は出来てるのか？客の期待に応えているのか？世間の認知度は？来年西口十
周年に真価が問われる…。尚、当大会に小馬場が時間差バトルロイヤルに出場した。30人という大
人数のバトルを制したのは、タニー・マウスが優勝を果たした。小馬場は途中、場外転落により失格
となった（カメラ：NEO）。

ことね、総合格闘技デビュー！ 焙煎、リアルジャパンプロレス勢と
ベテランのナナチャンチンを撃破！ 互角の展開！シャークとも好連係！

北の最小兵器

初代タイガーマスク率いるリアル
ジャパンプロレス勢に焙煎がどこま
で食い込めるかだったが、試合が始
まるとそんな不安は一掃、パートナー
のタイガー・シャーク（リアルジャパン
プロレス）との連係を見せたり、二代
目スーパー・タイガー（リアルジャパ
ンプロレス）と互角の勝負をしたり成
長を見せる。最後は焙煎が先を読み
してスーパー・タイガーに分断作戦
に移行するとシャークが三州ツバ吉
（バンプマン）からギブアップを奪い、
焙煎＆シャーク組が勝利した。焙煎
も初代タイガーマスクの弟子たちと
タッグを組んだり、闘ったりとこの経
験は大きい(カメラ：有元英子）。

タイガー・シャーク

ナナチャンチン

▲試合後、観客席の小猪木に勝利の報告をすることね

５・３新宿大会《MAP》
＞ＭＭＡルール
○ことねＶＳナナチャンチン●
(チーム南部)

ことねのセコンドには焙煎TGAIが見守る！

▲

５・１６北千住大会《バトラーツ》

▲スーパー・タイガー(右)に立ち向かう焙煎(左) ＞タッグマッチ

▲最後は腕ひしぎ逆十字でベテランのナナチャンチンを撃破
西口ドアであり、キャットファイターのことねがなんと総合格闘技ルールのオファーがきた。ナナチャン
チンと同じ階級の挑戦者に白羽の矢がたった。戸惑いを隠せないことねだったが、焙煎をコーチに短
期間猛特訓した。デビュー戦だから失うものはない。ただ、敗れたとしてもつまらない試合だけは避け
たい。１Ｒは様子伺いがあったものの打撃でなくタックルで攻めるも逃げられてしまう。２Ｒ、タックルを
読まれてカウンターパンチを打たれるも屈しないことね。だが２Ｒ終盤、スタミナが切れてきた。これが
キャリアの浅いファイターがやりがちだが、足腰の強いことねは勝負に出る。うまく寝技に持ってくと幸い
にも逆十字固めが決まり、ベテランから勝利した。恐らく、ことねはこのラウンドを逃したら負けていたか
もしれない。ことね、よく頑張った。おめでとう。次回も総合格闘技に挑んでいくかも注目されるが、この
▲今回、焙煎のパートナーを務めたタイガー・シャーク
経験はことねにとって大きな経験となったに違いない（カメラ：チグサ）。

○シャーク(RJ)
三州●(バンプ)
焙
煎 ＶＳ Ｓタイガー(RJ)

▲三州(左)にアキレス腱固めをきめる焙煎(中)

【西口激闘ダイジェストⅣ】
エコ風水まつりでｂｉ対決！

ゴールデンウィークに西口プロレス勢も各地で転戦。
その模様をダイジェストで掲載！

４・２４外苑前大会
《国風科協会&EC》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ小馬場●

▲

小馬場はオウラマン相手に
スーパー 文キックで勝利した！

小１、
小２、
小3ダァー！
だ

プロバスケのハーフタイムで西口プロレス！ 小馬場、群馬で
イーグルプロレス登場！
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５・１７邑楽大会《イーグル》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳオウラマン●（フリー）

立会人にビートたけしかと思いきや、
ジャンみやがわ（ワタナベプロ）が登場し試
合開始。小馬場が序盤から群馬県邑楽町
▲体ひとつあればどこでも戦える
出身のプロレスラー、オウラマン（フリー）を
のが西口プロレスの強み！
▲3000人のファンも盛り上がる。バス
夢のbi砲がここに実現！
▲この日、小猪木は埼玉ブロンコス 一方的に押していく。途中、場外戦で町の
ケの広いコート上でゴングが鳴る！
カラーの緑のタオルを着用した！
国際風水科学協会とエンライトメントハート・コーポレーションの主催『エコ風
少年野球チームの子供に支援を受けた小
プロバスケットボール『bjリーグ2009-2010レギュラーシーズン埼玉ブロンコスホームゲーム埼玉ブロンコスVS
水まつり』のイベントで小猪木対小馬場のｂｉ対決が行われた。西プロの強みは
馬場が最後はスーパー16文キックで見事
どこでも試合ができること。道路や店内通路、どこでもやる。今回はエコ祭りに相 富山グラウジーズホーム最終戦』のビッグな大会で小猪木対よしえつねおの一騎打ちが実現した。小猪木は地元埼
玉繋がりで埼玉ブロンコスと繋がっており、所沢の3000人のファンも盛り上がる。最後は小猪木が延髄斬りで勝利。 ３カウントを奪い勝利。オウラマンの地元
応しいリングとなり、闘って盛り上げた。試合は小猪木が延髄斬りで勝利した
で勝利した（カメラ：ジ・イーグル）。
ハーフタイムを盛り上げた。ちなみに地元埼玉ブロンコスもこの日は勝利し、有終の美を飾った（カメラ：高麗燦）。
（カメラ：鈴木雅子）。

４・２５所沢大会
《bjリーグ》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳつねお●

下町ダァー

バカボンのパパ

大仁田厚引退興行で西口軍登場！ ことね、総合格闘技の疲れか、キャット敗退！ わか飛んだ！ＣＰＥで大声援！
５・７新木場大会《CPE》
＞６人タッグマッチ
○わ
か
マ ザ ー
つ ね おＶＳガソリン
ばってん
け
ん●

5・5新木場大会《新FMW》
＞８人タッグマッチ
西口マシン(フリー)ダァー(真下町)
ぽ っ ぽ
蟹 (真下町)
○ば って んＶＳ ＬＡＷ●(フリー)
見 た 目が
パ パ(真下町)

▲総合格闘技の経験を活かし、鳳華(下)の足を
攻めることね(上)。試合はアイアンマン西田が裁いた！

▲

５・７新木場大会《CPE》
＞キャットファイトルール
○森 崎(EHA)
夢子(CPE)
鳳 華(CPE)ＶＳことね●

ことね︵右︶と
夢子︵左︶

大仁田厚引退興行となったこの大会で真・下町プロレス対西口プ
ロレスが行われた。西口プロレスは見た目が邦彦、ばってん多摩川、
ミスターぽっぽと謎の西口マシン（フリー）を投入。真・下町軍もバカ
ボンのパパ（真・下町）、蟹Ｋ☆ＩＮＧ（真・下町）にドラゴンソルジャ
ーＬＡＷ（フリー）、下町ダァー（真・下町）を加えて全面対抗戦に
なった。試合前にブログ等で西口プロレスを挑発していたドラゴンソ
ルジャーＬＡＷを西口軍が集中的に攻める。ブログ等で挑発合戦と
は時代も変わったものだ。最後までブログで言い争いをしていた
ばってんのアメリカンエルボーでドラゴンソルジャーＬＡＷを沈め、
西口軍が勝利。西口マシンの正体は誰だったのか。本興行に姿を
現すのかも注目される（カメラ：ソクラテス湯沢）。

▲最後はnWdの誤爆を誘ったわかが、
フライングボディアタックでnWdの
けんちゃんを見事フォールした！
試合後、わかは感動のあまり
リング上で号泣した！

▲マザーがボストンクラブで
長い首四の字固めをひっくり返す！

西口ドア正規軍対ｎＷｄ軍の対決。ＣＰＥというキャットファイトの大
会で試合をした。ＣＰＥな出場しているシャッターチャンスわかがｎＷ
ナナチャンチン戦で総合格闘技ルール初挑戦で勝利を収めたことね（関連４ ｄにつかまり苦戦中、よしえ、ばってんが助けにいくもヒール攻撃にやら
面）。その４日後に本業のキャットファイトに出場した。相手は鳳華（ＣＰＥ）＆森 れる。けんちゃんの最後の風まかせを一瞬の隙をついて、わかが回避
崎愛（エクセルヒューマンエイジェンシー）組で、パートナーは夢子（ＣＰＥ）だ。
し、最後は振り返り式フライングボディアタックでカウント３。わかのボ
やはりまだまだ総合格闘技の疲労が抜け切れてないのかことねのファイトに精
彩が欠け、最後は森崎のジャックナイフ固めに敗退してしまった（カメラ：麦わら君）。 ディアタックにＣＰＥのファンはかなり湧いた（カメラ：麦わら君）。

バンジー高田

見た目が邦彦、
ツィッタープロレス第２戦！ シュウソウ痛いシングル初白星！
水上プロレス登場！

タマエ☆スター

５・１６大袋大会《水上プロ》
＞タッグマッチ
ウルフ(水上) タマエ●(水上)
○見 た 目 がＶＳバンジー(フリー)

見た目が邦彦が水上プロレス初参戦した。ウルフ☆スター（水上）
と組んでバンジー高田（フリー）、タマエ☆スター組（水上）と対戦。
体格で勝るバンジーは見た目がとウルフを圧倒する。しかし、見た
目がは力のないことを逆利用し、頭脳作戦で対抗。ウルフにタッチ
し、最後はウルフの水上クラッチでタマエをフォールした（カメラ：
水上さん）。

前の試合、何も出来
なかったシュウソウらん
ど。泣きの一本で実現し
たけんちゃんとのシング
ルマッチ。だがこの男、
やはりヒールだった。
試合開始直前からけ
んちゃんが強襲。突然
の噛み付き、顔面蹴り
にシュウソウ何も出来
ず…。あまりの暴走に
たまらず反則裁定。シュ
ウソウが反則勝ちを収
めた。07年９月以来の
勝利で、シングル戦で
は初勝利。勝つには
勝ったが、反則勝ちと
いう白星は、あまりに
痛い白星であった
（カメラ：タケウチパンダ）。

坂本ガソリン＆マ
ザー・ゴングのｎＷ
ｄ軍のパワーコンビ
に序盤から押される
シュウソウらんど。旧
西口ドアだった意地
を見せたい。だが、突
破口も見せられず、
なんとか凌いでシャッ
ターチャンスわかに
タッチ。わかは単細
胞のｎＷｄパワーコ
ンビを撹乱。そして一
瞬の隙を付いての丸
め込みで正規軍が逆
転勝利した（カメラ：
タケウチパンダ）。

4・28新宿ミニーナ大会
《西口ドア》
＞タッグマッチ
○わ
か
マ ザ ー
シュウソウＶＳガソリン●
▲極悪ヒールユニットnWd相手に何とか勝利したシャッターチャンスわか(上)！

▲泣きの一本で男をみせたかった
シュウソウ(下)だが、相手が悪い！
噛み付き攻撃に大苦戦！

4・28新宿ミニーナ大会
《西口ドア》
＞シングルマッチ
◇シュウソウＶＳけ ん◆

【結果表】
国際風水科学協会／エンライトメントハート・コーポレーション

『エコ風水まつり』
東京・スタジアムプレイス青山
平成22年（2010年）４月24日（土）
試合開始11時（観衆＝150人）
＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（８分28秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※延髄斬りからフォール！
プロバスケットボールｂｊリーグ
『bjリーグ2009-2010レギュラーシーズン埼玉ブロンコス
ホームゲーム埼玉ブロンコスVS富山グラウジーズホーム最終戦』

西口プロレス
『ドタバタうるさい西口プロレス』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）４月27日（火）
試合開始19時30分（観衆＝500人）

＞ハードコア選手権試合３ＷＡＹマッチ
＜挑戦者＞
＜挑戦者＞
○じっちゃん（７分26秒 体固め）けんちゃん●

＞シングルマッチ
○誰でしょう!?マン（６分40秒 片エビ固め）スリムマン●
※ラリアットからフォール！

西口ドア『ツイッタープロレス第２戦』
東京・新宿ミニーナ
平成22年（2010年）４月28日（水）
試合開始18時（観衆＝15人）
＞タッグマッチ
○Ｓわ か
Ｍ・ゴ ン グ
Ｓランド（３分27秒 横入りエビ固め）坂本ガソリン●
※シャッターチャンスわかが巧みな技を披露！

則）けんちゃん◆

＞総合格闘技ルール（１Ｒ３分２回戦）
○ことね（2Ｒ2分37秒 腕ひしぎ逆十字固め）ナナチャンチン●
（チーム南部）
※ことね、総合格闘技デビュー！ベテランのナナチャンチンに勝利！

ＨＥＲＯ
『HERO～DEAF JAPAN PRO－WRESTLING～第２弾』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）５月16日（日）
試合開始12時（観衆＝350人超満員）
＞タッグマッチ（45分１本勝負）
Ｙ・ハンセン
桃 太 聾 (HERO)
○Ｇ 小 馬 場（７分57秒 片エビ固め） 寺腰雄太●(HERO)
※スーパー16文キックからフォール！
＞シングルマッチ（60分１本勝負）
○Ａ 小猪木（11分54秒 卍固め）友 龍●(HERO)
※小猪木、仮想天龍に圧勝！
水上プロレス
『レスリングロード2010』
埼玉・大袋ケルベロス道場
平成22年（2010年）５月16日（日）
試合開始14時（観衆＝20人）
＞タッグマッチ
Ｔ☆スター●(水上)
○Ｗ☆スター(水上)
見た目が邦彦（11分38秒 水上固め） Ｂ高田(フリー)
※ウルフ☆スターがタマエ☆スターを押さえた！
格闘探偵団バトラーツ
『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）５月16日（日）
試合開始18時（観衆＝200人超満員札止め）
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
三 州 ツ バ 吉●(バンプマン)
○T・シャーク(RJPW)
焙煎ＴＡＧＡＩ（16分31秒 シャークデスバイロック） 二代目スーパー・タイガー(RJPW)
※シャークの絞め技が決まった！

TRIBELATE『TRIBELATE.28』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）５月22日（土）
試合開始18時（観衆＝500人超満員）
＞異種格闘技戦（１Ｒ３分108回戦）
○Ａ 小猪木（３Ｒ17秒 体固め）我龍 真吾●
(ファイティングマスター)
※レフェリー和田良覚（フリー）と乱闘してる我龍を小
猪木が羽交い締め！和田は我龍を蹴飛ばすと、小猪木ご
と吹っ飛ぶも、小猪木が我龍を丸め込む形となり勝利！

新ＦＭＷ『“邪道“大仁田厚引退興行』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）５月５日（水)試合開始12時（観衆＝350人） イーグルプロレス
『イーグルプロレス邑楽町大会'10・5・17』
群馬・邑楽町民体育館
＞８人タッグマッチ
平成22年（2010年）５月23日（日）
下町ダァー(真・下町)
西口マシン(フリー)
試合開始12時（観衆＝900人）
蟹K☆ING(真・下町)
Ｍ ・ ぽ っ ぽ
Ｄ ＬＡＷ●(フリー)
○ばってん多摩川
＞シングルマッチ
見た目が 邦彦（10分41秒 体固め）Ｂのパパ(真・下町)
○Ｇ小馬場（７分28秒 片エビ固め）オウラマン●(フリー)
※ばってんのアイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボーで
※邑楽町出身のオウラマンをスーパー16文キックで仕留めた！
ドラゴンソルジャーLAWを下し、勝利！

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
馬越幸子

ＭＡＰ『ＭＡＰ旗揚げ興行新宿歌舞伎町大会』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）５月３日（月）
試合開始18時（観衆＝600人超満員）

＞６人タッグマッチ
Ｍ・コ ン グ
○Ｓ
わ
か
坂本ガソリン
よしえ つねお
ばってん多摩川（12分18秒 体固め） けんちゃん●
※振り向き様のフライングボディアタックからフォール！

三島ゆかり

＞シングルマッチ
◇Ｓランド（３６秒 反
※噛み付きで反則暴走！

解 説
＞キャットファイトルール
夢子(CPE)
○森崎愛(エクセルヒューマンエイジェンシー)
鳳 華(CPE)（９分38秒 ジャックナイフ固め）ことね●
※ことね４日前の総合格闘技の疲れが癒えず、まさかの敗退！

松尾アトム前派出所

＞西口プロレス最強タッグ選手権試合
＜挑戦者組＞
＜王者組＞
Ｇ 小馬場
Ｌ・ヤング
○Ｌ・ローズ（11分３秒 背面式片エビ固め）Ａ 小猪木●
※乙羽屋乱入！ローズボトムからフォール！
ローズ＆ヤング組が第22代王者組となる！

説

ユンボ安藤

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

＞敗者髪切り＆覆面剥ぎ６人タッグマッチ
Ｊ・スニーカー
Ｄ
仮
面
Ｄ・マスカラス（８分39秒 片エビ固め）Ｙ ・ ハンセン●
世界のうめざわ
○Ｈ
二
郎
※敗者一人が髪切りか覆面を剥がされるルール！
二郎のスワントーンでユダン敗退！髪を剃られる！

ＣＰＥ
『－キャットファイト博覧会－(猫)女闘美・博～2010～』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）５月７日（金）
試合開始19時（観衆＝260人超満員）

解

佐々木孫悟空

＞タッグマッチ
Ｄ・クサイ●
○賀 川 照 子
見た目が邦彦（９分43秒 原爆固め） 焙煎TAGAI
※パワフル賀川のありえない原爆固めが決まった！

レフェリー

タケウチパンダ

※３ＷＡＹルールの為、誰かが誰かに勝った時点で終了！
三平の脚立フランケンシュタイナーでけんを仕留めたところ、
すかさずじっちゃんがカバーし、じっちゃんが第22代新王者となる！
じっちゃんは初載冠！

況

ガラ林

＞タッグマッチ
Ｔ・オバサン
ばってん 多摩川●
○Ｋ
Ｉ
Ｄ（８分12秒 片エビ固め）超能力少年ダイジ
※メテオラ(ダイビングニーアタック)からフォール！

実

アントニオ小猪木

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（３分14秒 体固め）よしえつねお●
※延髄斬りからフォール！

＞30人時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○Ｔ・マウス(NEO)(43分38秒 ミッション・ポッシブル)宮崎有妃●(NEO)
＜参加選手＞※退場順(< >は登場順)
偽仲村由佳(NEO)<7>、マイケル・ジャスコ(フリー)<9>、おんな鶴見五郎
(NEO)<10>、チェリー(ユニオン)<3>、さくらえみ(アイスリボン)<1>、
ベンキ・ウ～メン(フリー)<11>、倉垣翼(JWP)<8>、ポリス・ウ～メン(フ
リー)<13>、ジャイアント小馬場<12>、なぎさ萌え萌え(NEO)<17>、趙雲子
龍(新北京)<14>、偽松尾永遠(NEO)<19>、アイガー(LLPW)<16>、ハム子萌
え萌え(アイスリボン)<18>、りほ(アイスリボン)<5>、植松寿絵(フリー)
<4>、偽三田英津子<23>、広田さくら(フリー)<2>、唯我(フリー)<26>、
ランジェリー・ムタ(珍日本)<21>、石川ジャイ子(ユニオン)<25>、松本
都(アイスリボン)<27>、真琴(アイスリボン)<24>、金属泥棒2世(フリー)
<29>、米山香織(JWP)<15>、勇気彩(NEO)<20>、田村欣子(NEO)<6>、井上
京子(NEO)<30>、宮崎有妃(NEO)<28>
※タニーが優勝！西口プロレスから小馬場と偽三田英津子が登場！

ポーク林

埼玉・所沢市民体育館
平成22年（2010年）４月25日（日）
試合開始14時（観衆＝3000人）

【リングサイド紹介】
エール橋本

ＮＥＯ女子プロレス
『～10周年記念大会～ NEO SPECTACLE IN 聖地後楽園』
東京・後楽園ホール
平成22年（2010年）５月５日（水）
試合開始12時（観衆＝1000人）

青木美沙子
(4/19 西口ドア)

【西口プロレス最強タッグ歴代王座表】
歴 代
初 代
第２代
第３代
第４代
第５代
第６代
第７代
第８代
第９代
第10代
第11代
第12代
第13代
第14代
第15代
第16代
第17代
第18代
第19代
第20代
第21代
第22代

年月日
02・12・29
03・８・26
03・12・23
04・３・30
04・５・25
04・12・23
05・４・26
05・７・３
05・７・３
05・７・26
05・12・23
06・２・28
06・12・25
07・10・30
09・５・26
09・６・３
09・６・４
09・６・６
09・６・７
09・10・７
09・10・８
10・４・27

会
場
バトルスフィア東京
渋谷club ATOM
バトルスフィア東京
渋谷club ATOM
渋谷club ATOM
新木場1st RING
渋谷club ATOM

王
者
組
防衛数
神風健三郎＆焙煎ＴＡＧＡＩ組
６
三平×２＆キッドＴＨＥ花道組
２
ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組
１
坂井澄江＆賀川照子組
０
ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組
２
ラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・ボウズ組 ３
グッドニュース・アレン＆賀川照子組
１
品川プリンスホテルclub eX
ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組
０
品川プリンスホテルclub eX
グッドニュース・アレン＆賀川照子組
０
渋谷club ATOM
代々木健介＆マサ小林組
２
新宿FACE
ラブセクシー・ヤング＆ドン・クサイ組
１
ラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・乙羽屋組 ６
六本木ヴェルファーレ
渋谷ＡＸ
アントニオ小猪木＆世界のうめざわ組
18
新宿FACE
ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組
５
新宿FACE
アントニオ小猪木＆ジャイアント小馬場組 １
釧路市観光国際交流センター 世界のうめざわ＆タイガーキッド組
０
すぱーく帯広
アントニオ小猪木＆ジャイアント小馬場組 １
倶知安町総合体育館
世界のうめざわ＆タイガーキッド組
０
伊達市体育館
アントニオ小猪木＆ジャイアント小馬場組 ７
弘前市河西体育センター 世界のうめざわ＆タイガーキッド組
０
岩手県営体育館
アントニオ小猪木＆ジャイアント小馬場組 ２
ラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・ヤング組 －
新宿FACE

備
考
第1回タッグリーグ優勝!初代王者組となる!
11月にキッド退団の為、王座返上！
第２回タッグトーナメントで優勝！
女子レスラー奪取！坂井渡米で王座返上！
乱丸&賀川組に勝利！二郎腰痛で返上！
第３回タッグリーグ戦優勝！
タッグ選手権初の３本勝負で勝利！
３度目の奪取に成功も再戦で転落！
同日に奪回!賀川西口マットのみ引退撤回!
実兄弟のぶりばりブラザーズが力で強奪！
第4回リーグ優勝と兄弟から王座奪取!
ラブセクシー家族復活!ヤングもL家族戻る!
第5回優勝!世界三冠王!V18は西口記録！
二郎&見た目が組同王座最多4度目の奪取！
西口ｂｉ砲、初めてのタッグ王座奪取！
NEO釧路大会でタイガー初王座も一日天下！
雨の帯広で西口ｂｉ砲が奪回に成功！
世界＆タイガー組が２度目の強奪！
北海道最終戦で王座奪回！bi無事に帰京！
タイガーは西口ジュニア王座と二冠王！
４度目の奪取！二郎&見た目が組に並ぶ！
09年リーグ準V組ローズ&ヤング初奪取!

【歴代ハードコア王座表】
歴 代
年月日
初 代
03・２・20
第２代
04・10・26
第３代
05・６・28
第４代
05・12・23
第５代
06・４・26
第６代
06・７・31
第７代
06・10・31
第８代 06・12・25
第９代
07・10・30
第10代 07・10・30
第11代 07・10・30
第12代 07・10・30
第13代 07・10・30
第14代 07・10・30
第15代 07・10・30
第16代 07・10・30
第17代 07・10・30
第18代 07・10・30
第19代 08・５・27
第20代 08・９・30
第21代 09・５・26
第22代 09・４・27
※（10・５/30現在）。

会

場

渋谷club ATOM
渋谷club ATOM
渋谷club ATOM

新宿FACE
後楽園ホール
新宿FACE
新宿FACE
渋谷ＡＸ
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE
新宿FACE

王
者
防衛数
ハチミツ二郎
２
ユンボ安藤
２
三平×２
０
佐々木孫悟空
１
アントニオ小猪木
２
三平×２
２
佐々木孫悟空
２
三平×２
５
マサ小林
０
ラブセクシー・乙羽屋 ０
三平×２
０
ザ・オバサン
０
マサ小林
０
ラブセクシー・乙羽屋 ０
ユンボ安藤
０
ザ・オバサン
０
三平×２
０
三城晃子
１
三平×２
１
ダーティー仮面
６
三平×２
５
じっちゃん
－

備
考
ＮＹで自ら設立！1年7ヵ月保持！
西口王座と統一！連続防衛タイ記録！
西口ヘビー級王座と解体！
大久保佳代子の力を借りて奪取！
小猪木、西口三大シングル王座獲得！
ハードコア王座2度目の強奪！
1時間21分46秒の死闘を制した！
ハードコア王座3度目の強奪！
24時間挑戦開始早々奪取！
エニウェアーフォールマッチで奪取！
３ＷＡＹマッチで４度目の獲得！
凶器布団でオバサン初王座奪取！
10秒でシングル王座奪取は新記録！
毒粉で乙羽屋がマサから勝利！
ユンボが2年4ヵ月振りに返り咲き！
5WAYマッチを制したオバサン奪取！
三平5度目の載冠は西口新記録！
西口で女子のシングル王者は初！
ハードコア王座6度目の奪取！
旗揚げ選手が7年7ヵ月目で初ベルト獲得！
ハードコア王座7度目の奪取！
じっちゃん3WAYで棚ぼた初載冠！

【西口あらかると】
小猪木『ウチくる!？』
！
５月２日に放送したフジテレビ系『ウチくる!?』にアントニオ小猪木が出演した！

焙煎『ぐるナイ』
！
5/13、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』に焙煎TAGAIが出演した!

ハチミツ二郎、WWE特番！

※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、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!!

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！
！

賀川、小猪木、週刊プロレス！

レッスルマニア特番「WWEモバイル」コラムでお馴染みの芸人
ハチミツ二郎とユウキロックによる、レッスルマニア26観戦特 週刊プロレスNo1525、1526号の「棚橋弘至のドラゴンノー
番が、「This Week in the WWE」放映中の、東京MXで5/3,7日、 ト」に賀川がゲストで登場した！また、No1527には、
「“ミスタープロレス”天龍源一郎に挑む西口プロレス・
tvk（テレビ神奈川）で5/9に放映した！
アントニオ小猪木の決意表明」のカラー頁に小猪木が掲載！

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：5月11日ホリ、25日ヒロシ）などなど
盛り沢山の内容！

みんなの願いを叶えたい！土曜日！
表参道と明治通り交差点「ロッテリア原宿表参道店」に併設するサテラ
イトスタジオから約5時間の生放送！近くにお立ち寄りの際 はスタジオ
にお立ち寄り下さい！ロッテリアの店内で見ながらお食事もできます！
『みんなの願いを叶えたい！土曜』出演者：長州小力 東京ペールワン
▼13時～14時台 東京ペールワン＆渚
▼15時～17時台 長州小力＆若松朋佳
インターネットでも聴けます！
http://odoroku.tv/variety/negai-sat/

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

東京ダイナマイト、
ラジオ！
5/14(金) J-WAVE「Circus Circus」「PEOPLE PEOPLE」コーナーに
東京ダイナマイト(二郎&松田大輔)がゲスト出演した！

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！
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４/27青木美沙子、
５/11セニョール玉置、５/18焙煎、５/25ヤングが出演した！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！

小猪木、ＦＭ沼津『格闘ラジオ』
！
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５/13、20に出演した！

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」放送中！

小猪木、小馬場、風香引退ＤＶＤ！
『風香引退記念試合』ＤＶＤに小猪木と小馬場が、３・28後楽園大会
のバトルロイヤル出場と風香へのメッセージで出演！税込6000円

小猪木、東スポ！
5/15の東京スポーツにＭＡＰ後楽園大会で
小猪木対アントキの猪木の予想カードが書かれていた！

小猪木、デイリースポーツ！
５/21のデイリースポーツに小猪木が掲載！
天龍源一郎戦の意気込みを語った！

天龍プロジェクト！
天龍プロジェクト第2弾『NEXT・REVOLUTION』
日時：2010年6月9日（水） 開場：18:00 開始：19:00
※18:30からグッズ購入者を対象に天龍源一郎サイン会を実施
会場：新宿FACE
席種・料金：SSシート￥10000、SSカウンターシート￥10000、Sシート￥8000
Aシート￥7000、Bシート￥6000、指定席￥5000
立見席(当日のみ)￥3000 当日は全席￥500up
※ドリンク代として別途500円が必要
チケット販売・お問い合わせ窓口：天龍プロジェクト実行委員会
090(8687)2522、tenryu.pj@docomo.ne.jp
e+ イープラス http://eplus.jp/battle/ (パソコン＆携帯)
※ファミリーマート店舗にて購入＆発券可能。セブンイレブン店舗にて発券可能。
▼第3試合 西口プロレス・タッグマッチ提供試合 30分１本勝負
※カード後日発表

川口でプロレスイベント！
■ ６月２０日(日) 川口オートレース・イベントプロレス
■ 場所：埼玉・川口オートレース場(埼玉県川口市青木5-21-1)
TEL 048-251-4376
最寄り駅：西川口駅、南鳩ヶ谷駅
西川口駅から、無料送迎バスも出ています。
出場選手
石川雄規、アレクサンダー大塚、ディック東郷、タイガー・シャーク…他
●西口プロレス提供試合 小猪木&小馬場vsローズ&乙羽屋
●長州小力のコーナー
●プロレス
●プロレス流トレーニング教室
●ちびっ子vsレスラー綱引き対決（順番不順）

見た目が＆ばってん、666初参戦！
■怪奇派＆超過激派プロレス集団「６６６(トリプルシックス)」に
見た目が＆ばってんが初参戦！
6月6日(土) 18:30開場/19:00開始 新木場1stRING
■チケット情報 社長と心中シート(最前列)6000円、怨霊憑依シート5000円
(２列目)、先輩ギンギンシート(指定席)4000円 ※当日500円アップ

見た目が＆ばってん＆ぽっぽ、真・下町！
■真・下町プロレス
6月13日(土) 13:00開場/13:30開始
埼玉県越谷市ケルベロス道場(大袋駅から徒歩１分)
▼西口VS真・下町全面抗争
見た目が邦彦＆ばってん多摩川vsペドロ高石＆バカボンのパパwithバカボンのママ
ミスターぽっぽvs蟹K☆ING 他
■チケット情報 当日のみ1500円

見た目が＆ばってん＆ぽっぽ&つねお、スーパーＦＭＷ！
■スーパーＦＭＷ 6月26日(土)
18:30開場/19:00開始 新木場1stRING
▼西口VS真・下町全面抗争(30分１本勝負)
見た目が邦彦＆ばってん多摩川＆ミスターぽっぽ＆よしえつねお VS
蟹K☆ING＆クレパスしんちゃん＆下町ダァー＆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(完売) 指定席5000円

西口ドア１周年記念興行第二弾！
『西口ドア １周年記念興行第二弾』
日時:6月24日(木) 18:30開場/19:30開始
料金:前売￥2,000/当日￥2,500 （共に飲食代別）
チケットはローソンチケット！Lコード【Ｌ：37679】場所：阿佐ヶ谷ロフトA
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、Mr.マジック、ぴんぽんず
「最高」川本CEO、チキン林、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

西口寄席！
５月の優勝は「ラジークイーン」でした！MCもやります！
■日時:6月12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）

日本まな板ショウ！
日本まな板ショウ
■日時：6月1日(火) 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、銀座ポップ他

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：6月23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

『お笑いプロデュースライブ』！
「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）
■6月12日(土) 13:30開場 14:00開演
■会場：新宿Ｆu■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！

ぽっぽ主催「ピンダイナマイト」
！
第４回お笑い「ピンダイナマイト」ピンネタライブ
6月16日(水）開場19:00 開演:19:30ゴング
会場:なかのＺＥＲＯ視聴覚ホール
料金:当日受付にて入場料1000円
出演：カールぼっち（ミスターぽっぽ）他

ぴんぽんず「最高」川本芝居！
『ＦＬＯＷＥＲＳ 』公演期間
6/2(水)～/6/6(日)
会場 新宿ＳＰＡＣＥ１０７
出演 カワモト文明（川本） /田代まさし その他
問い合わせ先 オールアクト カンパニー：090-5543-3371

小猪木ファッションイベント！
Salon Walkway主催 はじめての「美しく歩く女性」を
テーマにしたファッションイベント
６月１３日（日） 第一回「Walkway Collection」
15時OPEN 会場：表参道ベロア
http://www.velours.jp/
前売券2500円 当日券3500円
出演：福村あけみ(08ミスコン世界5位)、ミスユニバース上坂
光代、元Scawaiiモデル待寺マリア…ほか
問い合わせinfo@yulius.co.jp

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！

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！！

各ライブのお問合せ・ご予約は西口プロレス事務局まで

03-5308-1231(月～金11:00～19:00)

西口DXプロレス Megaton9
～BIGな気分ではしゃがせろ～
西口DXプロレス 2010.5.31 (月) 東京・新宿FACE
第一試合 タッグマッチ

じ っ ち ゃ ん
焙煎TAGAI

VS

武田テキサス
松雪オラキオ

（弾丸ジャッキー
=ニュースタッフエージェンシー）
（弾丸ジャッキー
=ニュースタッフエージェンシー）

第二試合 タッグマッチ

ラブセクシー・ヤング
ラブセクシー・ローズ

VS

H
R

G
G

（レイザーラモン=よしもと
クリエイティブ・エージェンシー）
（レイザーラモン=よしもと
クリエイティブ・エージェンシー）

第三試合 タッグマッチ

ばってん多摩川
長 州 小 力

VS

ノ ッ チ
安田和博

（デンジャラス=
太田プロダクション）
（デンジャラス=
太田プロダクション）

第四試合 KO-Dタッグ選手権試合
《王者組》

《挑戦者組》

澤 宗 紀 (バトラーツ)
高木三四郎 (DDT)

VS

見た目が邦彦
ハチミツ二郎

第五試合 シングルマッチ

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）

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！

天 龍 源 一 郎 （フリー）

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。

