西口の底力を見た！

▲グラウンドでは小猪木がマウントをとる場面も
▲一瞬のスキをついての延髄斬り！ここでの
ラッシュは小猪木の意地が見えた

“
風雲昇り龍”“ミスタープロレス”
天龍源一郎︵天
龍プロジェクト︶が西口マットに初上陸をした。
これ
まで何人もの一流レスラーとの対戦に立ち向かって
きたアントニオ小猪木もさすがに今回の対戦相手
に緊張感が走る。
天龍は全日本プロレス入団後、色
んな団体でファイトしてきた。
そんな天龍が西口マ
ットに足を踏み入れるとは…。
試合は小猪木が果
敢に攻めるも後半は怒涛の掌打、喉笛チョップ、グー
パンチ、
顔面蹴りの嵐。
小猪木の歯が吹っ飛んだ。
横
たわる小猪木にエルボードロップ。その繰り返し…。
一時は小猪木も天龍に顔面ビンタ、
エルボー、ナッ
クル、キックに延髄斬りの連打を見せるも天龍は容
赦なく小猪木を攻め続けた。普段は総合格闘技の
レフェリーも務める和田良覚もさすがに試合をス
トップし、
終了のゴングを鳴らした。天龍は凄かった。
観客も凍りついた。
小猪木は立ち上がってマイクを持
ち、
心配する観客を安心させた。試合後、天龍は小
猪木を認め、９日天龍プロジェクト参戦を認める︵
関連４面︶。更に﹁
今の西口プロレスは知らないけど、
一度破壊してリセットさせてやりたかった。
リセット
出来たんじゃないか﹂
とコメント。
小猪木は﹁
今のお笑
いプロレスという芸風を再確認し、まだまだこれか
らま30年も40年も続けなければならないと確
信した。天龍さんに対するメッセージはない。
皮膚感
覚で感謝の気持ちが伝わってくれればよい﹂
とコメン
トした。何か二人に通じ合うものがあったのか。
二人
のコメントを聞いて何かそれを感じる。
今回の西口Ｄ
Ｘプロレスの興行は前半戦がお笑いプロレス、
後半戦
がプロレス界に挑む西口プロレスという図式が興行
を盛り上げた。そして西口プロレスの底力を見せた
大会だった。この余韻はなんなのか。プロレス界にも
メッセージを一投したような気がする。
そしてこの
ような闘いを連発できるアントニオ小猪木の凄さ
も天龍の凄さ同様に感じた。西口プロレスはまだま
だ死なない。
来年の十周年は多いに期待したい。

特攻小猪木、
天龍空母に撃沈！

▲

ロープブレイク直後の張り手で顔色の
かわる天龍！とうとう火がついた！

▲

天龍の強烈な張り手が小猪木を襲う！小猪木はこの試合で奥歯二本吹っ飛んだ！

→

▲試合は和田良覚がレフェリーストップ！心配なセコンドがかけつける

▲試合後天龍は小猪木の健闘を称えた

５・３１渋谷大会《西口DX》
＞シングルマッチ
○天 龍ＶＳ小猪木●
（天龍Ｐ）

乙羽屋乱入！

▲全体重をのせた強烈なエルボードロップが小猪木のノド元に入る

▲試合開始早々水をぶちまけ、リングに緊張感が走る

▲顔面蹴りは顔に靴跡が残るほどのダメージ

▲ついに「ミスタープロレス」天龍
源一郎が西口DXマットに初登場！

歯が吹っ飛んだ！

娯楽の殿堂

西

西スポ

超！超！

2010年

超満員御礼ダァー！！

７月号
ＤＸプロレス９。今大会は西口プロレスの底力を見た大会であった。ミスタープロレス天龍源一郎に果敢
に闘う小猪木。ＫＯ－Ｄタッグ王者組に食らいつく二郎＆見た目が組。ハードゲイ頂上決戦に挑んだラブセ
クシー家族等々、原点回帰を一致団結を誓う大会であった（カメラ：宮木和佳子）。

西口スポーツ
西口DXプロレスMegaton9～BIGな気分ではしゃがせろ～

残
念

7・22 西口プロレス新宿FACE大会～西口プロレス真夏の１DAYタッグトーナメント～

■日時：7月22日(木) 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 ： 816-597 ※当日500円アップ
１ドリンク制

7・4 ばってんDDT博多大会 7・10 TRIBELATE新宿大会 7・1１ 見た目が＆ぽっぽ水上プロレス越谷大会 7・13 ばってん二丁目プロレス新宿大会
7・19 イベント川口大会 7・25 二郎DDT両国大会 7・29 見た目が＆ばってんグレプロFinal新木場大会 ※詳細は７面、もしくはHPで
わかり次第発表します

ブレーンバスター

レイザーラモン、西口マット初登場！

ハードゲイ頂上対決実現！
レイザーラモンHG&RG

ハッスルで活躍していたレイザーラモン︵吉本興業︶の
ＨＧ＆ＲＧがなんと西口マット初登場した。兼ねてから
小力対ＨＧの対決は噂されていたが、ハッスルでも西口
マットでも実現しそうでしなかった。一度だけ三重で小
力＆小猪木組対ＨＧ＆ＲＧ組も実現したが、無効試合
で終わっている。今回、その再戦の噂もあったが、ここは西
口タッグ王者組のラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・
ヤング組が名乗りを挙げた。ラブセクシー軍は﹁ゲイキャ
ラは我々が先！﹂と憤慨。レイザーラモンもハッスルや新
吉本プロレスのエースらしく挑戦を受け入れ、ハードゲ
イ頂上対決が実現した訳だ。見所は西口ヘビー級＆タッ
グ王座＆ラブセクシーＰＴＰ王座三冠王のローズとプ
ロレス新人賞を獲得しているＨＧの長身対決、ヤングと
ＲＧの小技と受け身に定評のある二人のトリッキー対
決に注目が集まる。試合はラブセクシー軍から奇襲し
た。まずは昨年夏にハッスルで左足踵粉砕骨折をしたＨ
Ｇにダメージを与え、戦闘不能にさせるとＲＧをたっぷ
り痛めつける。受け身に定評のあるＲＧも流石にスタミ
ナがなくなりかけた頃、ＨＧが何とか蘇生しカット。お
互いゲイ同士のハードキス、Ｐウォッシュ、尻攻撃とえげつ
ない攻撃も加えられ、試合は混戦に…。ラブセクシー軍
が一斗缶やタライで得意の反則攻撃に転じ、西口タッグ
王者組も再びペースを握る。トドメにローズがＲＧを羽
交い絞め、ヤングがタライで殴りに掛かると誤爆。空かさ
ずローズを逆さ押さえ込みでＲＧが逆転勝ちを拾った。
崖っぷちからの逆転でレイザーラモンが勝利した。８割押
していたラブセクシー軍だが、レイザーラモンも色んなプ
ロレスラーとの対戦の経験が勝︵まさ︶ったようだ。ハード
ゲイ頂上対決に敗れてしまったローズ。西口ヘビー＆タッ
グ、ＰＴＰの王者として負けてはいけない試合だったが、
レイザーラモンを追い込んだのは事実。再戦も望まれる
上にレイザーラモン対各西口勢も見たい。継続参戦を望
むところだ。

戦慄の古傷
HG大ピンチ!!

ラブセクシー・ファミリー

RGのウケの美学

▲ローズのアトミックドロップで飛び上がるRG

▲鉄柱にHGの足を叩きつけるローズ

西口マットでプロレスのタイトルマッチ！

５・３１渋谷大会《西口DX》
＞CMLL認定KO-Dタッグ選手権
＜王者組＞
＜挑戦者組＞
澤(バトラーツ)
見た目が●
○高 木(ＤＤＴ)ＶＳ二
郎
※王者組が５度目の防衛に成功！

▲奇襲で始まったラブセクシー・ファミリー

橋本真也ばりの袈裟斬りチョップで澤をなぎたおす二郎

無事防衛を果たした高木︽左︾と澤︽右︾

！？

メキシコ遠征で培った空中ダイブを披露した二郎

▲

西口マット初のプロレス界の選手権試合が行わ
れた。ＣＭＬＬ︵メキシコのプロレス団体︶認定Ｋ
ＯーＤタッグ選手権だ。今年２月にＫＵＤＯ＆
ヤス・ウラノ組から王座を奪取した高木三四郎
︵ＤＤＴ︶＆澤宗紀︵バトラーツ︶組の越境タッグ
は獲得時に﹁誰の挑戦でも受ける！﹂と豪語。そ
こにプロレスライセンスの持つハチミツ二郎は王
座挑戦に名乗り。最近、インディープロレス団体
でも活躍する見た目が邦彦を従えて挑戦者組
に認定された。二郎＆見た目が組も西口マット
１を誇るタッグチームだ。西口タッグ王座を４回
獲得しており、西口マットで最多獲得︵小猪木＆
小馬場組とタイ︶も記録。王座挑戦には申し分
ない西口代表組だ。先発は見た目がと澤。レスラ
ーにしたらかなり軽量の澤だが、力の差は歴然
だった。次に二郎とヘビー級レスラーの高木。体重
差は変わらない二人だが、足腰の強さの差が露
呈された。さすがプロレスラー。西口軍から場外
戦を挑むもやはり百戦錬磨の王者組は場外戦
もリードする。長い場外戦。本来なら両軍リング
アウトだが、西口マットに合わせ“空気も読むの
もルール”と言い続ける和田良覚レフェリーは両
軍をリングに戻させた。だが、防戦一方の西口
軍。合体ブレーンバスター合戦は不利の西口軍に
対し、和田も西口軍に加勢し、試合は互角の振
り出しに…。レスラー組はパワー殺法に変更する
と力で来る王者組に対し、見た目がもトリッキ
ー技で対抗。それが好を奏し、見た目がフットス
タンプ、二郎スワントーンの勝利の方程式で勝負
に出るもカウントは２。だが遊びはここまでとば
かりに最後は粘る見た目がに容赦ない高木のシッ
トダウンヒマワリボムで逆転でＦＩＮ。５度目の
防衛に成功した。大健闘の二郎＆見た目が組に
大拍手が贈られていた。このセミファイナルは平
成プロレスの凄さ、そしてメインでは天龍の昭和
プロレスの凄さ︵関連１面︶を今大会で目の当た
りにした。今大会の西口ＤＸは語り種になるだ
ろう。

▲たっての頼みでツイッター用にベルトの記念写真

凄かったセミファイナル！

▲最後はシットダウンヒマワリボム

↓

▲最後は誤爆を誘発したRG(左)の逆さ押さえ込みで３カウント

▲ピンチと見るや和田良覚も一緒に
全体重をかけたフライングニールキック

▲あわや３カウント!?見た目がクラッチ

幻のベルト奪取

▲HGがローズを抑え、RGがランニングして直におしりをぶつける合体技

▲

↓

▲久々の試合を勝利で飾ったレイザーラモン

▲コンビ愛をリング上で再確認した二人

▲RG(左)とヤング(右)の異色対決

５・３１渋谷大会《西口DX》
＞タッグマッチ
○ＲＧ(吉本興業)
ヤング
ＨＧ(吉本興業)ＶＳローズ●

▲

▲

▲
▲国歌斉唱から始まり、厳かな雰囲気タイトルマッチは行われた

二郎がダブルのスワントーン後
見た目がはフットスタンプ
＋サマーソルトドロップ

▲

打点の高い見た目がのミサイルキック

▲澤得意のシャイニングウィザード ▲軽々と二郎の巨体を投げる高木

大健闘！二郎＆見た目が組！

▼危ない！高木と澤をブレーンバスターでぶっこ抜く二郎

▲

↓

▲体操選手のオラキオ(左)と自衛隊のテキサス(右)

今大会で西口ＤＸ８度目の出場を果たし
た弾丸ジャッキー︵ニュースタッフエージェンシー
︶。今回も沸かせるに違いない弾丸ジャッキーの
試合の期待は観客も膨らむばかり。それだけ
毎回好試合を残している。だが今回、今話題の
デンジャラスやハッスルに出場していたレイザー
ラモンが登場する。弾丸も小猪木興行やもの
まねプロレス﹁まねんのか﹂にも出場経験もあ
ることから弾丸なりにインパクトを残したい。
今回の相手はプロレス団体バトラーツ︵今回出
場した澤宗紀︵関連２面︶の所属団体︶に出場
中の焙煎ＴＡＧＡＩと現ハードコア王者のじっ
ちゃん組だ。弾丸とは違うスタイルの相手だ。
試合は序盤、焙煎のグランド技術とパワーの密
着戦で弾丸を完封する。更にじっちゃんと弾丸
のスピードが違ってこれまた弾丸が苦戦を強い
られた。胸板にも散々チョップを喰らい、ダメー
ジの大きいオラキオがようやく焙煎をミサイ
ルキックで場外に蹴散らし、得意のトペコンヒー
ロに行くが、飛距離が足りず、自爆をしてしま
う。テキサスのアシストもあり、何とか立ち上
がったオラキオ。じっちゃんを合体ブレーンバス
ターに捕らえるとまずはテキサスの月面水爆、
オラキオが意地のオラキオスタープレスで見事、
逆転勝利した。今回、焙煎とじっちゃんの独特
の間で弾丸のペースに持って行けず、苦戦を強い
られたが、弾丸も試合に慣れてきた頃。これだ
けの大技を駆使して楽しませてくれる技術の
持ち主だからこそ、怪我には気をつけて欲しい。
ただ、弾丸の試合は素晴らしい。

焙煎とじっちゃんはオラキオの
両足にヒールホールド

格闘家仕様の
じっちゃん

↓

５・３１渋谷大会《西口DX》
＞タッグマッチ
テキサス(NSA)
じっちゃん●
○オラキオ(NSA)ＶＳ焙
煎

▲いつもの衣装を脱ぎ捨て格闘家バージョンに

！
デンジャラス来場

倒立でタッチするオラキオ

格闘家仕様のじっちゃんだったが、
簡単に潰される

▲焙煎必殺のブルトーザーがオラキオを襲う ▲試合終盤トペ・コンヒーロを放ったオラキオだったが、距離が届かず腰を強打！

オラキオ場外自爆 ！
！
弾丸起死回生の逆転勝利

▲最後は「プロレス！そんなに甘くない」とラリアットで終止符

！

ノッチはジャンピングニーアタックを披露

▲闘おうとする小力にSPが押さえ込む場面も

毎回ＤＸでは長州小力は安田大サーカスやダチョウ倶楽部などの芸人のゲ
ストと対戦していたが前回、鈴木みのる、高山善廣らプロレスラーと対戦。小力
の中でプロレスラーは初対決であり、新たな展開を見せた。今回は芸人であり、
プロレス活動もしているレイザーラモンの出場が決まると小力対レイザーラモン
戦の噂がいち早く飛び出したが、今回はレイザーラモンはラブセクシー軍に任
せ、小力は今話題のデンジャラス︵太田プロ︶との激突が決まった。デンジャラス
は90年代話題となったバラエティー番組﹃ボキャブラ天国﹄シリーズで一躍有
名になり、一時代を築いた芸人。そして米国でバラク・オバマ大統領が就任する
とノッチがオバマものまねを披露。インターネットを通じて全米でも有名になり
話題の人となった。ノッチはマラソンも得意としておりスタミナもある。パートナ
ーの安田和博はデンジャラスの冷静沈着派。このバランスで幾度の解散危機も
あったが乗り越えてきた。同事務所のダチョウ倶楽部が西口ＤＸで小力に敗れ
ており、リベンジもしたいところ。４人がリングに揃うが長い長い挑発合戦から
小力のデモンストレーション、ノッチのビンタテイスティングのコーナーなどあり、
なかなか試合が始まらない。ようやくのゴングもオバマ扮するノッチのＳＰがガッ
チリガード。この行為にレフェリーのポーク林が注意し試合再開。更に安田がピ
ストル威嚇。これもポークが注意する。安田はノッチにタッチ。オバマを扮してい
たノッチはブラジルの格闘家アントニオ・ホドリコ・ノゲイラのものまねに扮して
きた。本来、米国キャラのばってん対オバマのアメリカ下剋上対決が注目されて
いたが、この対決は行われず、アメリカンかぶれのばってんのＤＸ初登場も起用
された見せ場がなかったのは残念だった。ノッチはノゲイラに扮するも劣勢一方
でいいところがない。４人が入り乱れたところ、デンジャラスは必殺バカタレが攻
撃で勝負に出る。だが決定的なダメージを与えられず、最後は西口軍のラリ
アット攻撃を喰らって試合終了。公式記録はタッチ件の持っていたばってんが安
田を抑え、ＤＸ初登場にして大先輩からフォールを奪った。

▲オバマばりにSPに囲まれて入場したデンジャラス

▲

▲ノッチは得意の利きビンタを披露したが逆に大ダメージ
ノッチはアントニオ・
ノゲイラで闘った

最強のSP軍団
▲このバカタレが！と三段落ちの要領でチョップを打ち込むデンジャラス

▲

↓

オラキオスタープレス

Ｅ難度の空中技

▲テキサスの華麗なムーン ▲じっちゃんの正面とびドロップキック
サルトプレス

▲DX初登場のデンジャラスノッチ(左)＆安田(右)
５・３１渋谷大会《西口DX》
＞タッグマッチ
○ばってん
安 田(太田プロ)●
小
力ＶＳノッチ(太田プロ)

ばってんDX初登場で初勝利
利きビンタ

▲

安田はいきなりピストルで
小力を脅した！

▲三角締めで小力を攻めるノッチ

↓

▲タイガーマスクばりのサマー
ソルトキックをきめたテキサス

▲STFでオラキオを締め上げるじっちゃん

▲最後はオラキオのオラキオスタープレスでスリーカウント

▲

▲

▲
▲ばってんのアイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボー
▲安田はキレイなドロップキックを敢行

デモンストレーション

【西口激闘ダイジェストⅠ】

西口ドアが一周年大会を行った。一周年でばってん対小蝶野の軍団抗争
頂上対決が行われたが、決着はお預け。ドタバタ劇が続いた。新人もこの一
年を通じて、個人差が出てきた節目の大会でもあった。答えはまだまだ。
長い新人レースも続く（カメラ：佐藤）。

ドア一周年でとうとう一騎打ち！ わか、決死の逆転フォール！

5・26浅草まつり湯大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
△ばってんＶＳ小蝶野△

西口ドア本隊対ｎＷｄの頂上対決が行われた。両
軍のエースばってん多摩川対小蝶野正洋の初対決は
両軍のセコンドをガッチリ従えて入場。ゴングが鳴る。
序盤から小蝶野率いるｎＷｄ軍は隙あらばばってん
の足を引っ張る等して乱戦模様に…。レフェリーがゴン
グを要請し、無効試合となった。一周年大会で決着お
預けにこの後、両軍の６人タッグで決着つけることと
なったが、シングル決着はお預けとなった。
▲足を痛めたばってん(右)に小蝶野(左)は非情な攻撃をしかける

▲

▲最後はわか(上)が前方回転エビ固めでドア正規軍を勝利に導いた

マジック︵
上︶の華麗なムーンサルトプレスがわか︵
下︶を襲う

▲西口ドア一周年大会は全選手との乾杯からスタートした！

ばってんの必殺ブラックマンデーがきまったが、
乱入でノーコンテスト！

▲

5・26浅草まつり湯大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
○わ
か
マジック●
つ ね おＶＳけ
ん
ばってん
小 蝶 野

ばってん対小蝶野の一騎打ちは無効
試合に終わると試合は両軍入り乱れ、６
人タッグに変更。ばってん＆よしえつね
お＆シャッターチャンスわか組対小蝶野
＆けんちゃん＆Ｍｒ．マジック組の一戦
となった。この試合もドタバタ乱戦となっ
たが、下馬評を覆し、この日の前の試合
でマジックに負けたリベンジをわかが果
たし、逆転勝利をした。この日のわかは
▲わか達ドア正規軍は試合後号泣！この日勝利の女神となった！ 大活躍であった。

第一試合白熱戦！つねおvsけん！ ガソリン急成長！ｎＷｄ軍圧勝！

メインのばってん対小蝶野が大将戦なら副将戦はよし
えつねお対けんちゃんの試合が行われた。このカードは
第一試合だ。一周年大会は第一試合から力を入れた。
両者バチバチのうるさい攻防からゴツゴツの頭突き合戦。
キャリアの差か、けんが終盤リード。つねおの背後を取り、
仰向けの胴絞め裸絞めが決まったが、けんの肩がマット
に付いておりカウント３。失神したつねおが勝ったが、内
容はけんがリード。負けてないと吠えるけんであったが、
▲痛い！痛すぎる！助走をつけて頭突きをするけんちゃんとつねお 勝敗よりもゴツゴツでバチバチの印象が強い第一試合
で見応えあるいい試合だった。

ガソリンの土俵入り式フォール！
そこをわか︵
右︶
が飛びつき腕ひしぎを狙う！

▲

胴締めスリーパーホールドを
したけんちゃん︵
下︶
だったが、
背中がついてた為スリーカウント

▲

5・26浅草まつり湯大会
《西口ドア》
＞シングルマッチ
○つねおＶＳけ ん●

5・26浅草まつり湯大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
マ ザ ー
わ
か
ガソリンＶＳしゅうそう●
○マジック
Ｓカ ブ キ

▲最後は試合巧者のマジックが
外道クラッチでフォール

▲カブキはみえをきっての
フォール！

西口ドア正規軍対ｎＷｄ軍の６人タッグ戦も行われた。チーム編
成は正規軍がザ・シロート・カブキをリーダーにシュウソウらんどにシャ
ッターチャンスわか。対する事ｎＷｄはＭｒ．マジック＆坂本ガソリン＆
マザー・コング組。ｎＷｄ押せ押せの中、わかが捕まるも脱出したが、
シュウソウも捕まり、最後はマジックの外道クラッチで勝利。ｎＷｄが圧
勝した。ガソリンがかなり成長したように見えた試合だった。

見た目が&プリマ勝利！ ことね連敗！戸塚、変則戦圧勝！
プリマはヤングを敗る大金星！

▲

▲ことねと岩ちゃんマンは合体技で反撃

5・26浅草まつり湯大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
▲ぽっぽは、ぽっぽダンスを披露した
○プ リ マ
ぽっぽ
がお客さんの反応はイマイチだった
見た目がＶＳヤング●
▲スワンタイフーンで相手を蹴散らす
当初、足が痛いと欠場しようとしてたプリマ・リエが何とか強行出場。見た目が邦彦とタッグを組んだ。
相手はヤングとミスターぽっぽ組だ。キャラは強いが、悩めるぽっぽ。ヤングとの連係も噛み合わず、最
後はプリマがヤングにハイアングルのインコスペシャルを決めて勝利した。安定感はあるプリマだが、
デビューから一年以上経った今、プリマの中で何か葛藤が見えはじめた試合だった。二年目のジンク
スか、本人のドアに対するモチベーションが今後問われる。

5・26浅草まつり湯大会《西口ドア》
＞1対2変則マッチ
こ と ね●
○戸 塚ＶＳ岩ちゃんマン
▲最後はことねが不覚のフォール負け！
５月に総合格闘技でナナチャンチンに勝ったことねだが、次のキャットファイトの試合で不覚の敗北。今
回のドアで疲れが取れきれないことねにハンディキャップ戦に回され、変則マッチに挑むことになった。み
んな大好き岩ちゃんマンをパートナーにしたものの、戦力不足でヨット戸塚の餌食に…。最後は戸塚のキ
ラー技にことねが捕まり、最後はヨット戸塚のスクールボーイに捕らわれ、敗北を喫してしまった。ことねの
早い復活を祈りたい。

水の入ったバケツに相手の顔を押し込む戸塚

▲

【西口激闘ダイジェストⅡ】

見た目が邦彦を筆頭にばってん多摩川、ミスターぽっぽが各イン
ディープロレス団体で大暴れ！その模様をダイジェストで掲載！

見た目がテーマ曲を大熱唱！！
６チーム12人がリング集結！

プロの洗礼！ばってん大流血！
アイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！
エルボーを強烈にカットする宮本︵左︶

▲

5・27新木場大会《グレート》
＞タッグマッチ
○宮本(フリー)
ば って ん●
佐野(グレート) VS ZIPANGU(SSS)
宮本（左）に本気で命乞いをするばってん！

▲大流血の中、リック・フレアーばりに

▲大流血のばってん！
宮本の激しい攻撃で
顔面が崩壊した！

▲リング上は12人がごったがえす人種のるつぼ

5・27新木場大会《グレート》
＞6WAYタッグマッチ
HS桂(グレート) VS 石島●(ガッツワールド)
○高津子(ガッワールド) B・UZ(フリー)

新宿鮫

▲見た目がのタッグ
▲ZIPANGU(左)とばってん(右)のダブルのフライングクロスチョップ
※残り４チームは新宿鮫(フリー)＆見た目が邦彦、
パートナーを務めた
元全日本プロレス宮本和志＆グレプロの代表佐野直に挑戦したばっ
ジ・ウインガー(大日本)＆ササメマン(SSS)、
新宿鮫
小仲＝ペールワン(666)＆タコ乳頭”(フリー)、
てんとZIPANGU。試合開始早々ばってんのマイクアピールに怒り心
戸田秀雄(フリー)＆吉田充宏(フリー)
頭の宮本がド派手な場外戦を展開。ばってんは額から大流血。最後は
リング上は6チーム12人の6WAYタッグマッチ。見た目が邦彦はパートナ
宮本が無理矢理ばってんを締め上げてギブアップ。初めてプロの洗礼を
ーに新宿鮫を迎え、自分が作詞した見た目が邦彦のテーマを歌って入場。
浴びたばってん。プロレスラーと闘うのは覚悟をもってリングにあがらな
５分近くの歌謡ショーにリングで待つ相手チームはフラストレーションがたま
ければならないと、身に染みて体験したばってんだった。(カメラマン：くれりん)
りまくり、試合開始と共に集中攻撃を浴びてしまった。(カメラマン：ミウラ)

西口軍対抗戦勝利！ 負けるも成長著しいぽっぽ！ 見た目が＆ばってん！
666初参戦にして初勝利！
もう後がない真・下町

6・13越谷大会《真・下町》
＞タッグマッチ
ばってん VS 高石●(マッスル)
パパ(真・下町)
○見た目が
▲対抗戦は西口軍が制した！
試合後ベルト挑戦を見た目ががアピールした！
真・下町と西口の対抗戦はまだまだ続く。今回真・下町側はマッスルで活躍中の
ペドロ高石を助っ人として投入。変幻自在のカポエラ殺法に戸惑う西口の２人だっ
たが、そこは即席タッグ。パパと高石が誤爆したところを伝家の宝刀見た目がクラッ
チがきまり前回に引き続き、西口軍が勝利した。もうあとがない真・下町。事実上対
抗戦は終わったのかもしれない。(カメラマン：上田)

▲

ばってんが失神する中
見た目がは孤立奮闘！

ペドロ高石

内回り！外回り！
ぽっぽの必殺山手線ラリアット！

▲

6・6木場大会《666》

6・13越谷大会《真・下町》
＞シングルマッチ
○蟹(フリー) VS ぽっぽ●
前日に地元信州で自主興行を終えたばかりの現役下町ヘビー
級王者蟹Ｋ☆ＩＮＧにノンタイトルながらミスター・ぽっぽが挑戦。
試合はキャリアのある蟹Ｋ☆ＩＮＧがラ・マヒストラルで勝利した
が、車掌キャラで会場を沸かせたのはぽっぽ。それは戦った蟹Ｋ☆
ＩＮＧもマイクで認めた。ぽっぽも着実に成長している。
(カメラマン：上田)

【西口激闘ダイジェストⅢ】

＞４WAYタッグマッチ
ばってん
木高(ユニオン)●
○見た目が（７分11秒、片エビ固め）先輩(666)
退場順＝ドＳ看守(666)＆ホッシ～ノ(666)、佐野直
(グレート)＆ＤＪニラ(フリー)、先輩＆木高イサミ

▲誤って先輩の注射器がばって

んに！直後暴走化！
666（トリプルシックス）初参戦の見た目が＆ばってん。今回は総勢４組の
タッグチームが一気にに戦う４ＷＡＹタッグマッチ。途中ばってんが先輩の謎
の注射器を打たれ、意識もうろうといきなりパンツを脱ぎ出す始末。孤立無援の
見た目がは大ピンチ。しかし、一瞬のスキをチャンスにかえ、木高を丸め込んで
勝利。見た目が＆ばってんの西口軍が試合を制した。(カメラマン：西岡洋子)

ジャイアント小馬場をエースにした大盛況ラン☆８プロレス。解説には全日本プロレスの
浜亮太をつける程。だが、西口ドアの小蝶野に３連敗を喫したエース小馬場。一体どうなる
!?（カメラ：TPG金子）※過去２回（10年２月Round87主催大会と４月）ラン☆８プ
ロレスの掲載をしたが、会場のRound87は小山でなく、宇都宮らしい。ジャイアント小
馬場からの情報提供が少なく大変申し訳ありませんでした。深くお詫び申し上げます。

ニ代目チャントシロ猪木登場！ 武藤刑事も別人登場！

初登場

棚卸弘至
特別ゲスト

▲

特別ゲストに右から浜亮
太︵
全日本プロレス︶
、
プロバスケ栃木ブレック
スから大宮宏正と山田
謙治が来場した！

いつも大盛況のラン☆８
プロレス。メインは小馬場と
６・１８宇都宮大会《ラン☆８》
小蝶野正洋の一騎打ちが
６・１８宇都宮大会《ラン☆８》 行われた。小馬場がラン☆
＞シングルマッチ
＞シングルマッチ再試合
○ユダンＶＳ二代目●
８プロレスのエースとして、
○小蝶野ＶＳ小馬場●
そして先輩として小蝶野を
６・１８宇都宮大会《ラン☆８》 粉砕すると思いきや、小蝶
今回のユダン・ハンセンの相手が小馬場の秘蔵っ子・チャ
＞シングルマッチ再々試合
野の首投げでフォール負け。 ントシロ猪木ということだったが、どうやらチャントシロ猪木本
○小蝶野ＶＳ小馬場●
再試合も顔面に食らったケ 人が登場せず、アン糖尿猪木が出てきた。だがアン糖尿猪
ンカキックに試合放棄。更に再々試合は、シャイニングケン 木がなぜか改名し、二代目チャントシロ猪木として試合をやっ
カキックからのフォール負けでどの試合も１分持たない試合 た。だが、二代目チャントシロ猪木の猪木殺法も虚しく、最後
であり、エース失格の小馬場。いざというときにジャイアント はユダンのラリアットに呆気なく撃沈してしまった。改名の理
馬場のように王道の風格で芸事も王道でいて欲しいと心底 由は何だったのか、小馬場のプロデュース力はどうなのか？
願う者は少なくない。
そして初代のチャントシロ猪木の動向も気になるところだ。

▲

新武藤に奥の手クロスアーム
スープレックスをしかける棚卸

６・１８宇都宮大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○小蝶野ＶＳ小馬場●

▲

カツラがとれ、
キラー・カーン状態のユダン・ハンセン

仙台から若干小さな黒いカリスマ
こと小蝶野正洋が参戦！

▲

初代よりも意外にちゃんとしていた
二代目チャントシロ猪木

▲

初登場の棚卸弘至に対し、これまた相手に武藤刑事を発表し
たが、02年西口本川越大会に出場した武藤刑事とは別人だっ
た。ものまね芸人で活躍する武藤刑事（ワイルドワン）もいるが、
これとも別人のようだ。新武藤刑事として登場したが、棚卸弘至
のハイフライフロー二連発に敗れてしまった。新武藤刑事も小
馬場の秘蔵っ子だったが、ラン☆８プロレスも複数のチャント
シロ猪木や新武藤刑事の活躍にも疑問。小馬場の秒殺も含め、
今後の動向にも注目される。

＞シングルマッチ
○よしえつねお（5分11秒 背面体固め）けんちゃん●
※けんが仰向けの胴絞め裸絞めを掛けたが、肩が３つ入った！
＞６人タッグマッチ
Ｓ わ か
Ｍ・コ ン グ
坂本ガソリン（11分7秒 外道固め）Ｓら ん ど●
Ｓ・カブキ
○Mr．マジック
※外道クラッチが決まった！
＞1対2変則マッチ
○Ｙ 戸 塚（8分37秒

こ
と
ね●
横入りエビ固め）みんな大好き岩ちゃんマン

※戸塚ヨットスクールボーイが決まった！
＞タッグマッチ
Ｍ ぽっぽ
○Ｐ ・ リ エ
見た目が邦彦（8分26秒 白鳥式体固め）Ｌ・ヤング●
※インコスペシャルからフォール！！
＞シングルマッチ
△ばってん多摩川（3分17秒 無効試合）小蝶野正洋△
※ドア一周年で本隊対ｎＷｄ頂上対決は決着お預け！
＞６人タッグマッチ
Ｍｒ．マジック●
○Ｓ
わ
か
よしえ つねお（10分38秒 高角度前方回転エビ固め） け ん ち ゃ ん
小 蝶 野 正 洋
ばってん多摩川
※マジックはカウント２で返したと抗議虚しく敗退！更に因縁悪化！

Ｇ石島(ガッツワールド)
高 津 子(ガッツワールド)(16分25秒、飛龍裸締め）ＢＧＰ－ＵＺ(フリー)●
※残り４チームは新宿鮫(フリー)＆見た目が邦彦、ジ・ウインガー(大日本)＆
ササメマン(SSS)、小仲＝ペールワン(666)＆タコ乳頭”(フリー)、戸田秀雄
(フリー)＆吉田充宏(フリー)

西口ＤＸプロレス
『Megaton9～BIGな気分ではしゃがせろ～』
東京・渋谷Ｏ－ＥＡＳＴ
平成22年（2010年）５月31日（月）
試合開始19時30分（観衆＝500人超満員）
＞タッグマッチ
じっちゃん●
武田テキサス(弾丸ジャッキー=NSA)
○松雪エラキオ(弾丸ジャッキー=NSA)（９分１秒 体固め）焙煎 TAGAI
※今回苦戦を強いられるもオラキオスタープレスで逆転勝ち！
＞タッグマッチ
ＨＧ(レイザーラモン=吉本興業)
Ｌ・ヤング
○ＲＧ(レイザーラモン=吉本興業)（８分２秒 逆さ押さえ込み）Ｌ・ローズ●
※たらい攻撃の誤爆を誘い、孤軍奮闘のＲＧ、
リーダー格のローズから逆転フォール！
＞タッグマッチ
ノ ッ チ (デンジャラス=太田プロ)
○ばってん多摩川
長 州 小 力（８分41秒 片エビ固め）安田和博●(デンジャラス=太田プロ)
※ラリアットからフォール！ばってん大先輩芸人から金星！
＞ＣＭＬＬ認定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)
見た目が邦彦●
○高木三四郎(Ｄ Ｄ Ｔ)（16分30秒 片エビ固め）Ｈ
二
郎
※シットダウンヒマワリボムからフォール！
王者組が５度目の防衛に成功！レフェリーは和田良覚(フリー)！
＞シングルマッチ
○天龍源一郎（８分46秒 レフェリーストップ）Ａ 小猪木●
(天龍プロジェクト)
※壮絶小猪木ＫＯ！レフェリーの和田良覚(フリー)が
試合を止めた！小猪木は奥歯２本折れた！
蜂の家銀座本店『櫻澤香誕生日会大会』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）６月５日（土）
試合開始18時（観衆＝200人）

レフェリー

６６６
『６６６vol.35』東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）６月６日（日）
試合開始19時（観衆＝666人超満員）
＞４WAYタッグマッチ（時間無制限１本勝負）
ばってん多摩川
先輩(666)●
○見た目が邦彦（７分11秒、片エビ固め）木高イサミ(ユニオン)
※自爆したところを押さえ込んでフォール！西口軍の勝利！
退場順＝ドＳ看守(666)＆ホッシ～ノ(666)、佐野直(グレート)＆
ＤＪニラ(フリー)、先輩＆木高イサミ

ユンボ安藤
解 説

ポーク林 ギアラ林

天龍プロジェクト
『天龍プロジェクト第二弾「NEXT Revolution」』
東京・新宿ＦＡＣＥ 平成22年（2010年）６月９日（水）
試合開始19時（観衆＝550人超満員）
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
Ｙ・ハンセン●
見た目が邦彦
○Ａ 小 猪 木（９分20秒 体固め）Ｇ・小 馬 場

ガラ林

チキン林

世界のうめざわ

※延髄斬りからフォール！小猪木、天龍プロジェクトで勝利！

リングアウンサー

真・下町プロレス
『真・下町外伝2010.6.13大会』埼玉・越谷ケルベロス道場
平成22年（2010年）６月13日（日）
試合開始13時（観衆＝30人）
＞シングルマッチ
30分１本勝負
○蟹Ｋ★ＩＮＧ（12分８秒、横入り式エビ固め）Ｍ・ぽっぽ●
(フリー)
※ラ・マヒストラルでフォール！
＞30分１本勝負
ばってん多摩川
Ｂのパパ(真・下町)●
○見た目が邦彦（15分42秒、見た目が固め）Ｐ高石(マッスル)
※見た目がクラッチでフォール！
ラン☆８プロレス
『ラン☆８お笑いプロレス』
栃木・宇都宮Round87
平成22年（2010年）６月17日（木）
試合開始20時（観衆＝40人超満員）
＞シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン（４分32秒 体固め）二代目チャントシロ猪木●
※ラリアットからフォール！初代のチャントシロ猪木とは別人！
解説はこの大会浜亮太（全日本プロレス）が務めた！
＞シングルマッチ
○棚卸 弘至（６分４秒 体固め）新武藤刑事●
※過去に出場した武藤刑事とは別人！
ハイフライフローからフォール！
＞シングルマッチ
○小蝶野正洋（７秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※首投げからフォール！小蝶野、小馬場から勝利！

松尾アトム前

※ばってんテキサス・クローバー・ホールドで無念のギブアップ！

説

＞シングルマッチ
○Ｒａｙ（フリー）（８分40秒 片エビ固め）Ａ 小猪木●
※天龍戦明けでいきなり女子プロレスラーのＲａｙと対決！
月面水爆からフォール！

派出所

＞30分１本勝負
○宮本和志(和志組)
ＺＩＰＡＮＧＵ(SSS)
佐野直(グレート)（10分20秒、テキサス四ツ葉固め）ばってん多摩川●

解

花 満開

＞６ＷＡＹタッグマッチ（30分１本勝負）
○“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr.(グレート)

＞タッグマッチ
Ｌ・乙羽屋
超能力少年ダイジ
○Ｌ・ローズ（８分10秒 体固め）Ｇ 小
馬
場●
※フライングニードロップからフォール！

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

グレートプロレスリング
『ザ・グレートプロレス』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）５月27日（木）
試合開始19時15分（観衆＝100人）

＞シングルマッチ
○見た目が邦彦（４分９秒 片エビ固め）Ｌ・ヤング●
※フットスタンプからフォール！

況

カズミファイブ

西口ドア
『西口ドア一周年記念興行第一弾』
東京・浅草まつり湯かんぱい大広間
平成22年（2010年）４月26日（水）
試合開始19時30分（観衆＝150人超満員札止め）

実

エール橋本

【結果表】

【リングサイド紹介】

リングガール

。
西口ＤＸプロレス向上委員会

＞シングルマッチ最試合
○小蝶野正洋（４５秒 試合放棄）Ｇ 小馬場●
※小馬場がシャイニングケンカキックに試合放棄！
＞シングルマッチ再々試合
○小蝶野正洋（３０秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※シャイニングケンカキックでランパチプロレスのエースの
小馬場に引導を渡した！
川口オートレース・イベントプロレス
『共同通信社杯G1プレミアムカッププロレスin川口オート』
埼玉・川口オートレース場イベントホール前特設リング
平成22年（2010年）６月20日（日）
試合開始13時21分（観衆＝4000人）

三城晃子 馬越幸子 三島ゆかり

＞タッグマッチ（10分１本勝負）
Ｌ・乙羽屋●
Ｇ 小馬場
○Ａ 小猪木（９分56秒 体固め）Ｌ・ローズ
※残り４秒で決まった乙羽屋に工事用コーンを被せて小馬場
スーパー16文からの小猪木正座式ニードロップからフォール！
※お詫び
西口スポーツ2010年４月号Round87主催大会と５月号のラン☆８
プロレス結果ですが、会場が「小山Round87」でしたが、「宇都宮
Round87」の間違いでした。深くお詫び申し上げます。

うらら
(6/5 新宿大会)

【西口あらかると】

※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。

西口ＤＸ、週刊プロカラー頁！

週刊プロレスNo1529号に西口ＤＸの模様がカラー５ページで掲載！高く評価された！

テレ東『このへん!!トラベラー』
！
６月14日に放送したテレビ東京『このへん!!トラベラー』にケンドーコバヤシ、次
長課長と共にアントニオ小猪木、よしえつねお、シャッターチャンスわかが出演した！

小猪木『オートレース生中継』
！
６月20日、ＣＳ放送『オートレース生中継』に小猪木がアレクサ
ンダー大塚、山本裕次郎、阿部幸江と出演した！

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：6月8日 波田陽区
22日神奈月）などなど盛り沢山の内容！

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、エール橋本とユンボ安藤が参戦中！
！

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!!

小馬場ら、
『週刊女性』
！

『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）
■7月10日(土) 13:30開場 14:00開演
■会場：新宿Ｆu■出演 スギタヒロシ(ジャイアント小馬場) 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5回お笑い「ピンダイナマイト」ピンネタライブ
7月4日(日）開場19:00 開演:19:30ゴング
会場:杉並区立産業商工会館地下1階集会室
料金:当日のみ1000円
出演：カールぼっち(ミスターぽっぽ)他

日本まな板ショウ！

週刊女性６月22日号の「週女版親が死ぬまでにしたい５つのこと」でHEROの百太
聾の取材での写真に小馬場が掲載！同誌、６月29日号では「人間ドキュ メント六」
の百太聾のインタビューで小猪木、小馬場、ユダン・ハンセンが掲載された！週刊
日本まな板ショウ
女性６月22日号の「週女版親が死ぬまでにしたい５つのこと 」でHEROの百太聾の
■日時：7月1日(木) 開場19:00 開演19:30
取材での写真に小馬場が掲載！同誌、６月29日号では「人間ドキュメント六」の
■場所：しもきた空間リバティ
6月22日発売デイリースポーツの『ゴルスペ』というタイトルのゴルフ
百太聾のインタビューで小猪木、小馬場、ユダン・ ハンセンが掲載された！
■料金：後払い制(１円～)※お客様が納得した分
特集ページ内にある『マイゴルフ』にて小力インタビュー掲載!
■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
7月10日(土) ロビー開場17:30 開始18:00 会場：新宿FACE
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
チケット SRS席：8,000円 テーブル席：8,000円 RS席：6,000円
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
S席：5,000円 A席：4,000円 立見：3,000円 ※ドリンク別、当日券は+1,000円
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！
お客様お問合せ先 03-3987-2055（株式会社TRIBELATE）
嗚呼 お笑い 東洋･太平洋秘宝館タイトルマッチ VOL.168
『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
■日時：7月21日(水) 開場18:30 開演19:00
▼13時～14時台 東京ペールワン＆渚
■料金：［当日のみ］900円
▼15時～17時台 長州小力＆若松朋佳
■場所：しもきた空間リバティ
インターネットでも聴けます！
ばってん多摩川がDDTの博多大会に参戦!!
■出演：なべやかん，東京ペールワン(エール&ユンボ)，世界の
http://odoroku.tv/variety/negai-sat/
「レスリングとんこつ!2010」
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、
7月4日（日）開場：12:30 開始：13:00 会場：福岡・博多スターレーン
猫ひろし、横須賀歌麻呂、ぴんぽんず最高川本、ヲタル他
チケット…スーパーシート7000円、指定席5000円、自由席4000円
問い合わせ…西口プロレス事務局
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！
お笑いファンタジア58
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、
■日時：7月5日(月) 開場18:30 開演19:00
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。 7月11日(日) 埼玉・越谷ケルベロス道場 (14:00～)
■場所：お江戸上野広小路亭
毎回パーソナリティーの他にも若手芸人が多数登場し、
▼メインイベント～ＷＸＷタッグ選手権試合（60分３本勝負）
■料金：［当日のみ］1000円
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。
◎<王者組>ウルフスター＆ブラック・ウルフ
■出演：なべやかん，世界のうめざわ，あんちゃん(ユンボ安藤)，
VS<挑戦者組>見た目が邦彦＆ミスターぽっぽ
猫ひろし，三平×２、スカダイジトロ(ダイジ)、ジジ・ぶぅ、
※ほか２試合。参戦選手＝蟹Ｋ☆ＩＮＧ、マッチョ・マイケルズ、
元氣安 他
トーキョートム、ドラゴンソルジャーＬＡＷ
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 ■チケット情報 全席（当日のみ）1000円
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！
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）出演!
http://bbst.tv/home/index.php?main_page=login �
日時：2010年7月6日(火）19：00開場／19:30開演
新宿二丁目プロレス vol.5 7月13日(火)
場所：文京シビックホール小ホール(400名収容）
開場：18時50分、開演：19時30分、場所：大久保 ﾗｲﾌﾞ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾀﾞｲﾄｰ
新宿区大久保1-11-3大東ビルB1（「肉のハナマサ 新宿店」地下1階） 他出演：U字工事、西麻布ヒルズ、米粒写経 ゲスト：未定
チケット 前売り1500円／当日2000円
※西武新宿駅より徒歩5分 http://www.lrd.jp/index5.html Tel：03-5273-0790
『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 ●ライブレストランの特設ステージでのプロレスとなります。※リングはございません。 【メール予約】mbaka@futabamusic.jpまで お名前と枚数を送信するだけ！
～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、 ★チケット◎ハッテンＶＩＰ席：10,000円※ソフトドリンク・アルコール飲み放題、食事付 確実にお席を確保いたします！当日、会場での清算となります。
加藤生物 他(不定期にゲストあり) インターネットTV『nakano ＠ddress 』 ◎ガチムチ指定席 ：5,000円◎イカニモ自由席 ：4,000円※当日券は500円アップ お問い合わせ:漫才バカ一代事務局 080-3128-6329（mbaka@futabamusic.jp）

小力、デイリースポーツ！

みんなの願いを叶えたい！土曜日！

T R I B E L A T E！

お笑い東洋・太平洋！

ばってん、博多凱旋！

ネットテレビ『お笑い××ナイト』！

見た目が＆ぽっぽベルト挑戦、水上プロレス！

お笑いファンタジア！

ネットテレビ『俺達のまんが道２』！

ばってん、二丁目プロレス初参戦！

漫才バカ一代！

松尾、
『東京7SENSE東京芸人案内所』！

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

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6/1高田雅子(モデル)、
6/8ことね、6/15しじみ&リトル清原、6/22あびこめぐみ(沖縄民謡歌手) 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5/27、6/3に出演した！

世界、山形FＭ『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！

二郎、DDT両国大会参戦！
DDT両国ピーターパン2010 ～夏休み ああ夏休み 夏休み～」
7月25日（日）開場：14:30 開始：16:00 会場…東京・両国国技館
チケット…スペシャルシート(アリーナ席)12,000円、マス席A 10,000円
マス席B 7,000円、マス席C 5,000円、2Fイス席A 5,000円、2Fイス席B 4,000円

見た目が＆ばってん、グレプロファイナル！
見た目が＆ばってんが主戦場としていたグレートプロレスがこの日で幕を閉じる！
グレプロFinal 7月29日(木) 18:45開場/19:15開始 新木場１stRING 全席3500円

西口寄席！
6月の優勝は「東京ペールワン（エール&ユンボ）」でした！
■日時:7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）

川口でプロレスイベント！

■川口オートレース・イベントプロレス
■日程：７月１９日(月・祝) ※雨天決行
■ 場所：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：西川口か、南鳩ヶ谷
東京ダイナマイト（二郎&松田大輔）最新DVD「グレートダイナマイトフロムヘル」
西川口駅から、無料送迎バスも出ています。
(税込3,990円)7/14発売！初回特典CD付きですので是非御予約してお買い求め下さい。
■ 試合・イベント順番予定
◎プロレス流トレーニング教室
◎長井満也 vs 矢野啓太
◎ラ・マルクリアーダvsアップルみゆき
見た目が邦彦が週刊プロレスモバイルにて、見た目が邦彦が表紙になった！
◎ジャイアント小馬場&三沢が光晴&ユダン・ハンセン
vsべアー&ヤマダマン&つぼ原人
◎ちびっ子vsレスラー綱引き対決
◎猫ひろし ネタ&トーク
◎田村和宏vsアミーゴ鈴木
アントニオ小猪木がデイリースポーツｉモードサイト「特選格闘技」内にある
◎アレクアンダー大塚&佐々木恭介vs石川雄規&スーパータイガー
『レスラー＆格闘家のお店訪問』で「アントニオ猪木酒場」を紹介!

東京ダイナマイトＤＶＤ！

見た目が、週プロモバイル！

小猪木、デイリーiモード！

小猪木、寺子屋セミナー！
■小猪木トークライブまたも開催！
第5回tellacoya「アントニオ小猪木トークライブ」
小さな闘魂 アントニオ小猪木がtellcoyaに登場！
「お笑い」や「プロレス」についての熱き想いを語ります！
【アントニオ小猪木 トークライブ】
日時 7月16日（金） 19時～21時（18時45分受付開始）
場所 品川区・旗の台
※場所の詳細は予約した方にメールでお知らせいたします。
予約金 5円（ご縁）（お支払いは、当日会場にてお願いします。）
ご予約：http://tellacoya.net/SHOP/HSHS0002.htm
お問い合わせ：西口プロレス事務局０３－５３０８－１２３１

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)

西口プロレス～あの技が思い出せない…～
西口プロレス 2010.6.29 (火) 東京・新宿FACE

今大会のカードは全て当日発表となります。ご了承下さい。

【西口激闘ダイジェストⅣ】
天龍戦後、小猪木、 天龍プロジェクト参戦！
女子レスラーと対戦！ 小猪木復活の勝利！
西口ＤＸの激闘も束の間。早くも６月に西口戦士は始動！
夏本番前へ体力も万全！各地転戦の模様をダイジェストで掲載！

西口ヘビー級王座を保持して３年が過ぎたローズ。４月にはヤングと西
口タッグ王座も獲得したが、レイザーラモン戦でＨＧを戦闘不能に追い込
むも不覚の敗北を喫してしまった（関連２面）。ここでの連敗は避けたいと
ころ。ローズの怒りの逆襲がジャイアント小馬場＆超能力少年ダイジに向
けられ、今大会の主催と繋がりがあるラブセクシー・乙羽屋との連係が冴
え、最後は小馬場を急降下膝爆弾で下し、圧勝した（カメラ：吉瀬晶子）。

http://www.showtime.jp

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

天龍にボロボロになりながらも立ち上がる小猪木に感動があった
西口ＤＸ渋谷大会メインが終わると天龍は小猪木を認め、天龍プ
ロジェクトの参戦を発表した。天龍Ｐ委員長のザ・グレート・カブキか
らの推薦もあり、西口提供試合は決まったものの、参加選手は未発表
だった。ここで決まったカードは小猪木＆ジャイアント小馬場組対ユダ
ン・ハンセン＆ブルーザー・デブロディ組だったが、デブロディがスケ
ジュールが合わず欠場。代打に見た目が邦彦に決まった。全西軍の
小馬場とユダンは天龍に捧げる勝利を誓い合ったが、やはり、ここは
天龍Ｐで恩返しの勝利をしたい小猪木の闘魂が勝り、最後はユダン
に延髄斬り２発で逆転勝利。復活をアピールした（カメラ：吉瀬晶子）。

チャーシュー専門店
チャーシュー力

６・20西川口大会《川口オート》
＞タッグマッチ
小馬場
Ｌ乙羽屋●
○小猪木ＶＳロ ー ズ

16

▲小馬場の吸い込み式河津落としでローズ
（中）＆小猪木(右)もろとも吸い込まれる！

石川雄規、アレクサンダー大塚、ディック東郷、タイガー・シャークらプロレスラ
ーが参戦するイベント・プロレスに西口プロレスも参戦した。川口オートレース場
はかなりの大人数。小猪木＆小馬場組のｂｉ砲対ローズ＆乙羽屋組の一戦。４
月にローズ＆ヤング組に敗れ、王座転落したｂｉ砲はリベンジと再出発に気合
いが入る。乱戦を制したのはｂｉ砲。乙羽屋に工事用のコーンを被せてのスー
パー16文キックからの小猪木の正座式膝爆弾が決まり勝利。10分１本勝負で
あと残り４秒で時間切れドローになる前の見事な勝利だった（カメラ：有元栄子）。

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！

残り４秒でｂｉ勝利！ ▲

最後はコーンで前が
見えない乙羽屋︵左︶に
小馬場︵右︶のスーパー
文がクリーンヒット！

ローズ︵下︶の得意技
プロレスの芸術品ロメロスペシャル！
ダイジ︵上︶はたまらず悶絶

６・５新宿大会《櫻澤香誕生日会》
＞タッグマッチ
Ｌ乙羽屋
超能力
○ロ ー ズＶＳ小馬場●

かぶきうぃずふぁみり～

〒112-0004 文京区2-3-17

６・９新宿大会《天龍Ｐ》
＞タッグマッチ
見た目が
ユダン●
○小 猪 木ＶＳ小馬場

▲

６・５新宿大会《櫻澤香誕生日会》
＞シングルマッチ
○見た目がＶＳヤング●

西口ＤＸでのＫＯ－Ｄタッグ選手権では高木三四郎＆澤宗
紀組に名勝負を演じた見た目が対レイザーラモンとの対戦で互角
イヤ、あわや勝利まで追い詰めたヤング（関連２面）の一騎打ちが
行われた。心配だったのは小猪木同様、見た目がの試合の疲れの
回復だったが、見た目がもプロレス団体で活躍してるだけあってか
元気な姿を見せてくれた。その成果を活かしてヤングを最後はフッ
トスタンプで仕留め、完勝した（カメラ：吉瀬晶子）。

▲

ローズ、小馬場をフォール！ オートレース場で西口プロレス！

緊張感あふれる攻防！
フライング
ヤングリアンチョップに
見た目がはダウン！

▲

TEL 03-5800-5801

Ｒａｙ

天龍戦を終えた小猪木（関連１面）に待ったなしのスケジュー
ルが組まれた。女子プロレスラーのＲａｙ（フリー）との一戦だ。Ｒａ
ｙは過去に植松寿絵とタッグを組んで、西口ＤＸに出場。二郎＆
見た目が組に勝利している。今回、体調の万全でない小猪木にＲ
ａｙの攻撃が襲いかかる。軽量級同士噛み合っていたかのように
見えたが、最後は小猪木がＲａｙのムーンサルトプレスを喰らって
敗れてしまった。ただ、敗れてしまったが、Ｒａｙを引き出したのは
紛れも無く小猪木の方だった（カメラ：吉瀬晶子）。

見た目がvsヤング、
技巧派対決実現！

小馬場︵右︶とユダン︵左︶の
合体ビックブーツを敢行

▲手四つにいくがRay(右)の方がやや有利
小猪木は女子レスラー相手に本気モード！？

▲

天龍に勝利を捧げた
小猪木︵左︶と見た目が︵右︶

６・５新宿大会《櫻澤香誕生日会》
＞シングルマッチ
○Ｒａｙ(フリー)ＶＳ小猪木●

いつ何どき
誰とでも
闘う小猪木

▲

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。

