→

西プロ初の西口プロレス６人タッグ１ＤＡ
Ｙトーナメント戦が華々しく開かれた。５月
大会の西口ＤＸプロレス大成功を皮切りに
来年の十周年まで勢いを止めないイベントを
思案し、
７月はタッグトーナメント、８月はシ
ングルトーナメントの開催を発表もした。し
かし、この日にサッカーワールドカップ日本対
パラグアイの一戦を控えてるせいか、
客入り
が７割くらいというのが淋しい現実があった。
今回の６人タッグトーナメントは７チームが
エントリー。
決勝に残ったのはシードで準決勝
から参加した長州小力＆焙煎ＴＡＧＡＩ＆
ＫＩＤ組。実力的のバランスでは１，２位に
入るだろう。
一方、
勝ち上がったチームはラブ
セクシー・ローズ＆ラブセクシー・プリン＆ラ
ブセクシー・ソング組だ。１回戦はエール＆ヤ
ング＆賀川組に無難に勝利したが、
次の準決
勝では劣勢に立たされるも三平乱入で棚ぼ
た勝利。
そのダメージを引きずって決勝に挑
む。下馬評では小力組が順当で決勝進出も
準決勝での小猪木＆世界＆ブッチャン組との
事実上の決勝戦と言われた試合に苦戦を強
いられたが見事逆転勝利。
小猪木組がシード
だったら勝敗の行方は変わっていただろう。
小力は小猪木組に標的にされ、
そのダメージ
も心配されたが、セミ、メインの連続出場とこ
の日３試合目のローズ組はやはり、
断崖絶壁
な不利とみる。
試合はローズのスタミナ切れ
の間、
狙われたのがソングだった。強烈な焙煎
とＫＩＤの戦慄のキックにソングはうずくま
るだけ。
トリプル雪崩式パワーボムまで喰ら
うものの体の細さが幸いし、
肩が辛うじて浮
いており、奇跡的にカウント３が入らなかっ
た。
小力がトドメのラリアットを狙った時、ロ
ーズが蘇生し、
小力を襲撃するとソングが復
活。
小力に捨て身のハイアングルＤＤＴが決
まるとカウント３が入り、逆転金星を挙げ
た。
小力も準決勝でかなり攻められてたダメ
ージからか、
うっかりカウント３が入ってし
まった。優勝はラブセクシー・ファミリーが掻っ
攫った。次はタッグトーナメントとシングルト
ーナメント。６人タッグトーナメントを優勝し
たローズ、プリン、
ソング。
この実績を配慮す
るなら優勝者として全トーナメント出場す
べきだ。そして準決勝の小力たち。他の小猪
木たちや他団体で活躍する見た目がたちも
タッグ、
シングルとまだまだチャンスはある。
この夏の西口プロレスは目が離せない。

スリム ！
大金星
スリムのピンチを救ったのは
蘇生したローズだった！

▲

▲

娯楽の殿堂

→

疲労困憊のローズにKIDのサマーソルトキックから
焙煎のジャーマンスープレックス

→

ローズ戦闘不能！

６・２９新宿大会
＞西口6人タッグ1DAY
トーナメント決勝戦
○ソング
ＫＩＤ
プリンＶＳ焙 煎
ローズ
小 力●
▲あまりにも無惨なスリムにレフェリーの ▲小力のラリアートでローズは場外へ
ポーク林があわや止める場面も!?
ローズはこれで場外失神！！

西スポ

▼スリムのピンチにプリンが ▼KIDのハイキックがスリムにクリーンヒット
助けに入るも健闘むなしく…

あわれ
スリム
万事休す…

▲孤立無援のスリム！相手がこの

→

小力をフォールする大金星！

▲プリンはKID&焙煎の浴びせ蹴りと
フライングニールキックにあえなくKO

▼１日3試合のローズは集中攻撃を浴びる
▲足を極めつつスリムの顔面を踏みつぶす焙煎
合体雪崩式パワーボムで
▲
スリムは完全KO!
これで勝負ありと
思われたが…

▲最後はハイアングルのDDTでスリムが

三人では太刀打ちできない

スリム大ピンチ

８月号
月の西口ＤＸプロレスが大盛況なのを勢いに、西口プロレスは６月から８月まで真夏の三大１ＤＡＹトーナメント戦を発表し
た。９年目にして初の試みだ。その６月大会を第一弾として６人タッグトーナメントが行われた（６月新宿FACE大会カメラ：宮木和佳子）。

５

2010年

西口初開催！
西口プロレス６人タッグ１DAYトーナメント戦 ！！

西口スポーツ
真夏のビックイベント第一弾！

残
念

8・31 西口プロレス新宿FACE大会～西口プロレス真夏の１DAYシングルトーナメント戦～

■日時：8月31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 ： 816-598 ※当日500円アップ
１ドリンク制

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 7・30 ばってんK-DOJO千葉大会 8・1 ばってんヤングプロレス蕨大会
8・3 ばってんバトラーツ阿佐ヶ谷大会 8・8 焙煎バトラーツ蕨大会 8・23 西口ドア新宿大会 8・29 見た目が＆ぽっぽ真・下町越谷大会

※詳細は７面、もしくはHPでわかり次第発表します

▲まるで親子ゲンカ!?オジサン

(上)がプリン(下)にマウントから
のビンタの連打！

▲突然乱入した三平はじっちゃんにパウダー攻撃！

！

▼思いがけない三平のアシストでローズ組勝利

事実上の決勝戦

↓

▲

試合終盤、
三平の顔面にじっちゃんが酒を噴射！

コアベルトで堂々の入場

芝浜はおむつ丸出しで戦う！

西口レギュラー陳の安定した三平×
２＆ザ・オバサン＆ダーティー仮面組。
あまり出場してないじっちゃんのパート
ナーのザ・オジサン＆芝浜メリー︵過去
に出場した横浜メリーから名前変更︶
はまだまだ未知の実力であるが、やは
り三平組がキャリアを考えれば有利と
みる。先発はオジサンとオバサンの肉弾
対決。次にＤ仮面と芝浜メリーの対決。
芝浜はなんとＤ仮面のスピードについ
てくる攻防を魅せた。次に三平がじっ
ちゃんを挑発する。じっちゃんは４月新
宿大会でハードコア王座を三平から強
奪した因縁がある。現王者じっちゃんは
三平を相手にせずにあしらうと三平は
怒り心頭。だが、試合の権利はオジサ
ンにあり、背後から三平を攻撃。更に
じっちゃんが酒を含み、三平の顔面に噴
きかけるとオジサンがすかさずＤＤＴ。
不意を付かれた三平はまさかの１回戦
敗退となってしまった。どう考えても三
平組の西口マットレギュラー陳は躓いて
はいけないカードだったはず。だが敗因
は三平のじっちゃんに対する個人的な
感情がチームワークを乱してしまった
ようだ。そうなるとこのトーナメント
で勝ち上がるのは難しい。ただ三平の
怒りは治まらない。この後のじっちゃん
の準決勝に乱入し負傷させ、トーナメ
ントもぶち壊した。結果論だが、じっ
ちゃん組が決勝進出した場合、三平が
決勝戦乱入、ぶち壊しを考えると恐
ろしいことになる。狙いはハードコア王
座奪回。三平は執拗にじっちゃんの首
を狙うだろう。今後のトーナメント戦
にも不安が付き纏う。

↓

芝浜は巨体のオバサンを
人間風車！

６・２９新宿大会

！
！
！
三平乱入 じっちゃんは肋骨骨折 じっちゃん組勝った
！ 三平個人感情でまさかの一回戦敗！
退

▲芝浜の伸びのある華麗なクロスボディアタック！

！

▲最後は急角度のバックドロップから完璧な

＞西口6人タッグトーナメント戦1回戦
芝
浜
Ｄ 仮 面
○オ ジ サ ンＶＳオバサン
じっちゃん
三
平●

▲じっちゃんは西口ハード

ラブセクシー軍決勝進出

▲

激突小力組 小猪木組

↓

デモンストレーションをするソング(左)とプリン(中)！

難無く１回戦を消化したアントニオ小猪木＆世
界のうめざわ＆アブドーラ・ザ・ブッチャン組は優勝
候補筆頭だ。だがこの準決勝にはシードの小力＆焙
煎＆ＫＩＤ組と激突する。両軍バランス取れたチー
ムだが、この勝敗の行方、シード枠の小力組に歩が
ありそうだ。先発は小力と小猪木。やはり久々の激
突に客席は一気に沸く。次に小力対世界。世界が西
口ヘビー級王者時代の幾度の対決を思い出させた。
次に焙煎の格闘スタイル対世界の昭和プロレスも新
鮮だった。そしてＫＩＤとブッチャンのスピード対パ
ワー対決。どれも沸かせた。勝負に出たのは小猪木
組。スタミナ配分も考え、ここで必勝パターンで勝負。
小力を捕らえ、世界の稲妻レッグラリアット、小猪木
の延髄斬り、ブッチャンのエルボーと完璧に決まった
が、ＫＩＤが間一髪カット。今度は焙煎とＫＩＤが
場外戦に誘う。リングに残ったのは小力とブッチャン。
小力はブッチャンに起死回生のバックドロップ。最後
は剛腕ラリアットが炸裂し決勝進出を果たした。や
はりシード枠の小力組が体力的に勝ったが、終盤、小
力が標的にされたものの逆転勝利。だが稲妻弾、延
髄斬り、毒針エルボーを喰らった小力のダメージも
次の決勝戦では心配される。この試合は小力のプロ
レスが久々に締まってよかった。今大会の優勝と、十
周年に向けての小力の決意が伝わった試合だった。
ブッチャンの地獄突きが焙煎のお尻
に突き刺さって取れない！

▲

▲

D仮面も華麗に空中殺法！

▲じっちゃんのアシストを受け、オジサンが三平をフォール！

オバサンは安全性を考慮して
オジサンを枕にパワーボム

▲

﹁
デーデーテー﹄
とオジサン式DDT

▲

▲

▲

▲オバサンのリバーススプラッシュ

KIDの華麗な
空中ダイブ！
世界＆小猪木は
大ダメージ

▲ローズ(右下)の回転吊り天井の周りをくるくる回る

早くも大どんでん返しがあった１回戦。
じっちゃん＆ザ・オジサン＆芝浜メリー組
は三平組に勝利。まさかの準決勝進出に、
ここでぶつかるのはラブセクシー軍団だ。
チームワークで勝るのはラブセクシー軍で
も、プリンとソングの力の無さに比べ、オジ
サンのパワー、芝浜メリーのスピードといい、
バランスの取れたチームだったのは以外だ。
そしてじっちゃんは現ハードコア王者であ
る。オジサンと芝浜メリーの二人でプリン
とソングを圧倒。苦し紛れにローズにタッチ
する。芝浜メリーはレフェリーのブラインド
をついてローズに杖攻撃。じっちゃん組は連
係技を敢行。試合の権利はローズとじっ
ちゃんになった。現西口ヘビー級王者とハー
ドコア王者の一騎打ちとなる。孤軍奮闘の
ローズのスタミナもなくなってきた。じっ
試合後三平がじっちゃんを公開処刑
ちゃんが元気よく攻めてたところ、前ハー
ドコア王者の三平が乱入、じっちゃんをパウ
ダーで襲撃。先程の１回戦の酒噴き攻撃の
お返しだ。三平はオジサン、メリーも攻撃
し大暴れ。襲撃されたじっちゃんに三平が
伸びてたローズに被させてフォール。ポーク
林はラブセクシー軍に加勢した三平乱入
による反則負け、または無効試合の裁定
も下さず、その状況を見ていなかった為、ロ
ーズ組が決勝進出となってしまった。じっ
ちゃんは三平襲撃により肋骨を骨折。次
大会の出場も心配される。三平にとばっち
りを受けたじっちゃんは最悪のトーナメン
ト敗退となった。怪我によりハードコア王
座返上も危ぶまれる。凶器、乱入がエスカ
レートする西口マットにレフェリーももう
少し厳しいジャッジが見直される。

芝浜は見かけによらず、
キレイな
サイドスープレックスを披露

▲

６・２９新宿大会
＞西口6人タッグトーナメント戦準決勝
ソング
芝
浜
プリンＶＳオ ジ サ ン
○ローズ
じっちゃん●

▲三平は芝浜を使ってオジサンに619

▲レイス式のヘッドバットは避けられる
小力ラリアットにつないでブッチャンから勝利！

←

久々の対決に息の合わない二人

小力に対し、カウンターキックをぶち
込む小猪木＆世界の黄金コンビ！

じっちゃんはドラゴン
スリーパーを披露

VS

▲

世界の稲妻レッグラリアートが
小力の首元をかっ切る

▼たまたまなのか

▲久々に体を合わせた小力(左)と小猪木(右)！事実上の決勝戦がゴング！
６・２９新宿大会
＞西口6人タッグトーナメント準決勝
ＫＩＤ
ブッチャン●
焙 煎ＶＳ世
界
○小 力
小 猪 木

▲

▲

▲

▲ドア閉まります！と

モンゴリアンチョップ ▲ぽっぽ念願の初本興行

▲

世界のうめざわ ラッシング殺法

▲ラッシングラリアット

！

西口６人タッグトーナメント第一試合に小猪木＆世
界＆ブッチャン組が登場した。相手は今や真・下町プロ
レスで活躍する３人の見た目が邦彦＆ばってん多摩川
＆ミスターぽっぽのトリオだ。ミスターぽっぽに関しては
本興行初登場となる。小猪木は久々の世界とのタッグ、
そして西口ＤＸで小猪木とブッチャンは鈴木みのるや
高山善廣らＧＵＲＥＮＴＡＩに勝っている。世界とブッ
チャンのタッグも西口６人タッグ王座も獲得している名
トリオだ。先発は初登場のぽっぽ。師匠小猪木にばって
んと合体技で立ち向かったが、まだまだツメが甘いよう
だ。次に出たのは世界。今回は亡くなられたラッシャー
木村追悼の意を込めて、ラッシングスタイルでの技のオ
ンパレード。チョップ、頭突き、ブルドッキングヘッドロック
は最高だった。だが見た目がも反撃開始。ブッチャン、小
猪木、世界を並べてトップロープからフットスタンプ２連
発とサマーソルトドロップを初公開。キレイに決まったが
反撃もここまで…。小猪木組はキャリアの浅いぽっぽを
捕らえると、最後はブッチャンが余裕のエルボードロップ
でトドメを刺し、余裕でコマを進めた。ただ、これからも
見た目が、ばってん、ぽっぽにはインディープロレスでもお
笑いでもトップに立てるように頑張って欲しい。尚、この
第一、第二試合を裁いたのは西口ドアのメインレフェリ
ーのチキン林が本興行で初めて裁いた。

▲チョーク攻撃

▲難なく一回戦突破！優勝候補筆頭の小猪木組(左からブッチャン、世界、小猪木)

▲ラッシャー木村を彷彿 ▲ぽっぽの必殺山手線ラリアット
とさせるラッシングチョップ

▲最後はブッチャンの毒針エルボー

▲ブルドッキングヘッドロック ▲ラッシャー木村得意のクロスチョップ

６・２９新宿大会
＞西口6人タッグトーナメント準決勝
○ブッチャン
ぽ っ ぽ●
世
界ＶＳばってん
小 猪 木
見た目が

いつもはローズのパートナーのヤングは
この日ばかりは敵！激しい場外戦しく

▲

▲賀川はジャーマンスープレックスでローズを追い込む

▲エールも何が何でも勝とうとイス攻撃

▲滅多に受けないヤング(右)のしっぺ攻撃に
ローズ(左)はたまらず悶絶
６・２９新宿大会

【西口激闘ダイジェストⅠ】

▲最後はローズラリアットでなんとか勝利

第二試合はローズ、プリン、ソング組の
入場だ。ここで疑問に思ったのが、ローズ
はラブセクシー・乙羽屋とラブセクシー
・ヤングとのトリオで出場しなかったの
かということだ。ただ、考えられるのは
ローズがプリン、ソングを育成、または
彼らでも優勝はできるという思いがあっ
たのかということも考えられる。だが、
ソングもプリンも正直戦力外。出てきて
はやられ出てきてはやられる。ようやく
御大ローズが出てきた。注目は現西口
タッグ王者組のローズとヤングの対決だ。
本来、リーグ戦やトーナメントはタッグ
王者同士は王座戦にチームワークに支
障きたしたり、仲間割れの可能性があ
るから激突は極力ないのだが、この二人
の絆はそう脆くないだろう。ローズは一
人でヤング、賀川照子、エール橋本３人
を相手にしていく。だがやはり３人の攻
撃には苦戦。ここで賀川とヤングは分断
作戦に出るとリング上はローズとエール
に…。ここが勝敗の行方を左右させたと
言っても過言ではない。エールは膝から
突っ込むボマイエをみせた。だが、２発目、
ローズがラリアットで返り討ち。カウン
ターで喰らったエールは脳天から落ち、
カウント３が入ってしまった。ローズ組の
２回戦進出が決まった。ただ、このカー
ドならエール組も負ける要素はなかった
はず。作戦をローズに絞らず、プリンか
ソングに絞っていたならば勝てただろう。
結果を言うと今大会優勝したローズ組
︵関連１面︶だった。この試合で、もしエー
ル組が勝っていたならば、優勝していたか
もしれない。勝敗の綾というものは本当
解らない。だからプロレスは面白い。

▲ローズ大ピンチ！エールは延髄にボマイエ ▲ローズボトムをDDTで切り返す ▲エールの必殺メリーポピンズ炸裂！

＞西口6人タッグトーナメント準決勝
ソング
賀 川
プリンＶＳヤング
○ローズ
エール●

！
！
小猪木組、余裕の一回戦突破 ローズ組危ない一回戦突破

↓

レフェリー・チキン林も初登場！

ミスターぽっぽ本興行初登場

下克上とばかりにばってんは小猪木
の胸板に重いチョップをぶち込む

チキン林レフェリーも本興行デビュー

↓

見た目がフットスタンプ１・２・３

得意のフットスタンプを二発きめ、
最後はサマーソルトドロップ

▲

▲

ＴＲＩＢＥＬＡＴＥで小猪木が大流血という大惨事が起きた。小猪木に一体何が!?そしてＤＤ
Ｔ博多スターレーン大会。福岡出身のばってん多摩川はＤＤＴの大舞台に立ち凱旋試合に挑んだ。

ばってんＤＤＴ初出場！博多大会凱旋！

キック、総合格闘技イベントＴＲＩＢＥＬＡＴＥでは、このところ小猪
木の試合が熱い。女子総合格闘技世界王者の藪下めぐみやキック世
界王者の我龍真吾など、世界クラスの異種格闘技戦も行ってる。今回、
久々の西口提供試合だ。今回の相手はユダン・ハンセン。昨年８月の
溝の口大会以来の一騎打ちだ。毎大会、熱い試合を行ってる小猪木
にとって、世界クラスでなく、西口提供試合でつまらなかったとは言わ
れたくない。その思いが伝わってきた試合だった。ユダンにとっても同じ
ことだ。両者リングコールを受けてる時から乱闘開始。早々熱い試合を
行う。場外戦ではイスでの乱打戦。リングにまで持ち出したユダン。殴
打しようとした時にレフェリーのギアラ林がユダンを止める。二人が押し
問答になってる間に小猪木がドロップキック一閃。二人にヒットし、ふっ
放んだイスがなんと小猪木の顔面にも命中。３人がリングで伸びてし
まった。その後、タラリと小猪木の右まぶた上から鮮血の血が流れ始め
た。小猪木初めての流血戦だ。血を流しながらも小猪木は反撃開始。
だが、流血はダメージに響いた。最後はユダンが豪快なラリアットで仕
留め、ユダンが小猪木から記念すべきシングル初勝利をもぎ取った。
この後、小猪木はＴＲＩＢＥＬＡＴＥ恒例の生バンドと“小猪木ブルー
ス”を披露。血に染まった顔面とハーモニカを吹いたネタは正に“血染
めのブルース”だった。控室に戻り応急処置。病院に直行し、全治一
週間の３針を縫った（カメラ：ことね）。

▲

リング上の勝者組左から高木、
アステカ、
マイケル

▲最後はがっちりフォールしたユダン

高木の垂直落下式ブレーンバスターをくらい大ピンチ！
直後、
会場が割れんばかりの大ばってんコール発生！

７・10新宿大会《TRIBELATE》
＞シングルマッチ
○ユダンＶＳ小猪木●

▲

▲

カツラがとれ、怒りのウエスタンラリアット

激しい闘いの結果、
小猪木は大流血！右まぶた上を３針も縫う怪我を負ってしまった！

▲

▲リング下の敗者ヤゴウ公国軍団左からD九州、ヤゴウ、B健介、ばってん
７・4博多大会《DDT》

故郷の地博多を離れ、上京してはや三 ＞3VS4ハンデキャップマッチ
○アステカ(華☆激)
ダイナマイト(がむしゃら)
年。ばってんがDDTに初参戦し、凱旋試
マイケル(DDT) ＶＳ ブルート(がむしゃら)
高木(DDT)
ヤゴウ(DDT)
合を果たした。凱旋試合の場所は、西の
ばってん●
聖地として有名な博多スターレーン。相手
も西口DXで大暴れした高木三四郎(DDT)と福岡のプロレス団体「華☆激」の代表として活躍す
るアステカが入り、豪華な顔ぶれがそろった。ばってんはDDTのヒールユニット「ヤゴウ公国」のボス、
ヤゴウ・アズナブルと、北九州のアマチュアプロレス団体「がむしゃらプロレス」のブルート健介(がむ
しゃら)、ダイナマイト九州(がむしゃら)と組んで、急遽ヤゴウ公国九州連合チームを作成。試合は、
ばってんの必殺アイダホ！ミネソタ！ミシシッピ！エルボーがきまる場面もあったがあと一歩およばず。
友人知人と地元の大声援をうけ、博多スターレーンに大ばつてんコールがおこったが、健闘むなし
く、中澤マイケル(DDT)のバックフリップ、高木のスタナー、アステカの聖スプラッシュの連続技に
沈んだ（カメラ：辛島）。

【西口激闘ダイジェストⅡ】

西口ドアが一周年記念興行第二弾を行った。第一弾浅草大会は大成功
だったが、この第二弾は正直まだまだといったところが否めない。盛り上が
りを見せたのはセミファイナルからという状況に、再び改善策を考えなけ
ればならない。ただ立ち上げに比べたら大分、成長したのは事実だ（カメ
ラ：シャッターチャンス佐藤）。

好判断！チキン林、強制無効試合！
▲

新旧ドアのエースがタッグを結成！

▲

柔道経験のあるシュウソウは一本背負い

チキン林

▲

ダブルのばってんボンバーが炸裂！

６・２４阿佐ヶ谷大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
マジック
シュウソウ△
△小 蝶 野 ＶＳ ば っ てん

リング上は荒れ放題！チキンはこの状況にノーコンテスト裁定をくだした！

▲

▲キレイな円を描くマジックのムーンサルトプレス

やはり、このドア２年目もばってん率いるドア正規軍と小蝶野正洋率いるｎＷｄの激突と
なりそうだ。小蝶野とＭｒ．マジックのｎＷｄ最強タッグは正規軍との抗争に勝ちに来た。そ
してｎＷｄセコンド陳も入り乱れる。ばってんのパートナーは旧西口ＤＯＯＲから参戦して
いるシュウソウらんど。新旧エースのタッグだ。正規軍も執拗と乱入を繰り返すことを予測し
て正規軍もセコンドにつけた。試合はレフェリーの注意も聞かず、乱入バトルロイヤルと化
す。それでも試合は進行していたが、最後はｎＷｄ軍の合体シャイニングケンカキックを
放ったところでチキン林が強制ゴングを鳴らした。両軍乱入による収拾不能の無効試合。
チキン林の好判断で試合終了。今後、荒れ狂う軍団抗争はレフェリーやルールも含めて完
全決着が求められる。因縁が悪化したのは言うまでもない。波乱の一周年第二弾大会と
▲チキンは小蝶野の足にチェーンがあることを見逃さなかった なった。ただ、チキン林のレフェリングは厳しくて非常によかった。

つねおvsガソリン名勝負！
わか&ことね復活！連係勝ち！
つねお、客に勝ったが試合に負けた！
わか︵
左︶
とことね︵
右︶
の合体ヒップアタック！

つねおとガソリンの
超肉弾戦ド迫力マッチ！

▲

▲気合いだ！とアニマル浜口ばりの
ランニングエルボーを叩き込むつねお

６・２４阿佐ヶ谷大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○ガソリンＶＳつねお●

▲最後はサンダー杉山をリスペクトするガソリン(上)の雷電ドロップでフォール！
身長体重、大体似たような体型の二人がとうとう一騎打ちで対峙した。シングル初対決である。やは
り、西口ＤＸに出場経験のあるよしえつねおの方が、この試合有利かと思いきや、ここんところの坂本
ガソリンの成長振りが著しいところ。己の肉体を遺憾無く発揮した肉弾戦は会場も沸いた。セミファイナ
ルだったのだが、会場が沸くのは遅いくらいだ。ドア選手も毎大会これくらいの事をして欲しいくらいだ。
試合は一進一退の攻防の末、ガソリンが最後、大外刈りからの雷電ドロップが綺麗に決まり勝利。それ
にしてもつねおはガソリンに勝たなくてはいけなかった。今年は糸賀清和を下してドアタッグリーグ優
勝したり、女子レスラーのキラ☆アンに負けたり、けんに勝ったり…そしてガソリンに負け。群のあるつ
ねおはエースになるにはzつまらぬ敗北をなくしていくしかない。

６・２４阿佐ヶ谷大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
ことね
メキシコ●
○わ かＶＳヤ ン グ

メキシコの人︵右︶のミサイルキックが
ヤングに誤爆！ドア女子部にチャンス到来！

▲

▲

西口ドア女子部のシャッターチャンスわかとことねのコンビが復活した。ことねが５月、
ナナチャンチンに総合格闘技ルールでなんと勝利したはいいものの、その後、不本意な
負けばかり。総合ルールの疲労からか、ことねらしさを失いつつあった。かたやシャッタ
ーチャンスわかだが、タッグながら、けんやマジックから勝利するなど、安定感を見せつ
つあった。ことねの復活にわかが呼び掛け呼応。久々の結成をした。相手はヤングとメ
キシコの人。ヤングから勝ちを狙いに行きたかったが、まずは自分達らしく勝つことが
大事。二人は合体技や凶器攻撃も積極的に使い、動きのよいメキシコの人からわか
が逆さ押さえ込みで勝利を奪った。二人は輝いてた。少なくなった西口女子部の二人
の活躍に期待したい。

けん圧勝！ぽっぽ何も出来ず…！ スロー対決はＳ・カブキ軍配！

６・２４阿佐ヶ谷大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○け んＶＳぽっぽ●

見栄をきってフォールするカブキ

最後はけんちゃんの急角度の水車大回転！

▲

▲けんちゃんの鋭い浴びせ蹴り ▲「キックを拝見します」ぽっぽ得意の
がぽっぽの顔面を襲う！
青春18切符ならぬ、青春18キック！

負け続き、そして不本意続きのミスターぽっぽが、対ｎＷｄとの一戦に挑んだ。ただ、挑むと言っても
相手は本興行に出場しているけんちゃん。軍団抗争でもけんの胸を借りる立場だ。ぽっぽも試合の中
で、闘いよりもパフォーマンスばかりを意識しており、けんの怒りを誘ってしまう。大事なのは一生懸命闘
うこと。それに気付くまではまだまだ苦戦を強いられるだろう。正直、この第一試合の不完全燃焼が興行
の前半戦を重くさせたのは否めない。立ち上がれぽっぽ。スーパーＦＭＷ（関連５面）や西口本興行
（関連３面）に出場したりと実績は悪くないはずだ。

６・２４阿佐ヶ谷大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○ＳカブキＶＳマザー●

▲

カブキの気迫のこもったコブラツイスト

▲

▲怪力にものをいわせマザーの
ネックハンキングにカブキは白目！？
ザ・シロート・カブキ対マザー・コングのスローファイター同士の一騎打ち。今回の西口ドア一周年第
二弾はつねお対ガソリン、ぽっぽ対けん、そしてＳ・カブキ対マザーの一騎打ちとメインのタッグマッチ
にを始め、三大シングルマッチの正規軍とｎＷｄの対抗戦のカードが続いた。第一試合ではｎＷｄの
けんが勝ったので、この試合では正規軍が勝ちたいところ。ゴングが鳴ってもなかなか組み合わない両
者。スロースタートの試合でもマザーがパワーでペースを握ったようだ。だがカブキが“順逆自在の術”
を駆使する。掛け手と受け手が入れ替わるという忍法である。だが、３回駆使した時に、うっかり大失敗。
マザーも必殺の裏拳ハリケーンを出す。だが、カブキが一瞬の隙をついて“毒霧”ならぬ“消毒霧”も披
露。トドメにトラースキックが炸裂。カブキ式見栄切体固めでカブキがｎＷｄのマザーを下した。

【西口激闘ダイジェストⅢ】

西口プロレス勢の個々の活躍が各地、各団体、各イベントで披露！小猪木対きむこの一戦が客が荒れて試合
が不成立に！焙煎も活躍すれば、ドア勢も大活躍！ドアが見た目がをフォールする金星を打ち立てたが、まだま
だ見た目がも高い壁にならなければいけないのだが、早くもドア軍に敗れてしまった醜態を曝してしまった。

小猪木、女小力苦手きむこから初完勝！ 小猪木、焙煎パワーを完封！
▲

▲

リングアナを務めた左から、チカ、
せえこ、ちー、ゆみ、みく

小猪木はきむこにキラーチョークスリーパー

小力の妹分？のきむこ

▲

７・８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）
７・８土浦大会《歌芸夢者=第2部》
＞シングルマッチ
☆小猪木ＶＳきむこ★
（スターメイカー）
７・８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）

７・３九段下大会《梨奈》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ焙 煎●

茨城・土浦歌芸夢者で再び小猪木対きむこ（スターメイカー）が再び激突した。きむこはものまね芸人
であり、女性なのに小力のものまねをする。イヤ小力もものまねだから一応、きむこも長州力モノマネといっ
たところか…。第一部では互角の内容も乱戦模様の無効試合に…。第二部は荒れた客にきむこが本気で
キレて試合が不成立状態。かなりの不穏な空気に試合どころではなくなり、小猪木が不戦勝となった。第三
部はきむこは出場したものの、客との争いに精神的に乱れたのが隠し切れず、その隙を小猪木が背後か
らうまく裸絞めで仕留め、苦手きむこから初ギブアップ勝ちを収めた（カメラ：不二子）。

▲コブラツイストで焙煎をしめあげる小猪木

▲試合後、小猪木は喜び組のモデル達と勝利の記念撮影！

九段下で小猪木対焙煎の注目の一戦が行われた。焙煎はプロレス団体バトラーツで活躍中。プロレ
ス団体での経験を小猪木にぶつけた。だが、パワーのみで勝負に来る焙煎は逆に隙だらけ。その試合
運びの荒さも焙煎らしかったが、やはり緻密で細かいインサイドワークが巧みな小猪木にとっては猪突
猛進タイプはあしらいやすい。場外戦乱戦もあり、マットに戻ってくると小猪木の必殺オンパレード。ブレ
ーンバスター、膝爆弾からの延髄斬りで小猪木が完勝した（カメラ：都筑 淳）。

焙煎連戦に敗北もハッピーエンド！ 見た目が、女子レスラーとのタッグで
西口ドア軍にまさかの敗退！

▲

見た目が＆亜利弥に大ピンチのことね

７・３西調布大会《ＷＮＷ》
＞タッグマッチ
○ことね
亜利弥'(フリー)
つねおＶＳ見 た 目 が●

▲焙煎(左)に真剣勝負を挑んだ新郎の小松(右)！両者格闘技用グローブ着用！
レフェリーは山内慎人(ガッツマン修斗)！

焙煎は小猪木戦を終えるとガッツマン修斗の格闘家の小松勝明の挑戦を受けた。小
松は自らの結婚式でマッチメイクをした。試合はＭＭＡ（総合格闘技）ルールで１Ｒ３
分２回戦で行われる。焙煎と小松の関係はガッツマン修斗道場で共に汗をかいた間柄。
練習試合では体重差やキャリアで焙煎に歩があったが今回、体重差を埋める為に焙煎
が２試合やるハンデを付けて試合に挑んだ。試合は白熱した。何よりも小松の花嫁と祝
福に来た小松喜び組や仲間達が声援を送る。焙煎も過去に負けたことのない後輩には
勝ちにいく厳しさも見せたが、今日の小松は花嫁の前での決意が違った。最後は２Ｒ１
分48秒、腕ひしぎ逆十字固めで小松が逆転勝利。初黒星の焙煎も、小松の気迫に完
敗を認め、二人の結婚式を祝福した。（カメラ：都筑 淳）。

からロメロスペシャルの先礼

▲最後は新郎新婦の幸せな
未来を願ってにダー！でしめた

▲

心配そうに見守る新婦の郁子夫人！

７・３九段下大会《梨奈》
＞ＭＭＡルール
○小 松ＶＳ焙 煎●
(ガッツマン)

ことね︵上︶は 亜利弥︵下︶

▲

'

'

レスリングネットワークに見た目が、つねお、ことねが初参戦した。試合は見た目がと女子プロレスラー
の亜利弥’（フリー）が組み、西口ドアのつねお＆ことね組だ。西口ＤＸでも活躍し、西口の次期エースと
言われ続ける見た目がは、どう考えても負けない西口ドアを相手にナメていた。確かに試合のペースは
見た目が＆亜利弥’組が握っていた。しかし、最後は見た目ががことねのシャイニング弾、つねおのボ
ディプレスを喰らい、ことねのお昼寝式体固めでフォール負けを喫してしまった。見た目がの西口次期
エース候補浮上説は残念ながら、木っ端微塵になくなってしまったようだ（カメラ：アジャ幸司）。

焙煎、単身名古屋でファイト！ 西口軍、スーパーＦＭＷに参戦！ ばってん初参戦！
新宿二丁目プロレス
キレイな人間橋！
焙煎は柴山にジャーマン
スープレックスでぶっこ抜く

▲

▼ホッシ～ノ(右)と
互角の打撃戦を
展開したばってん

▲プロレス初挑戦の下町のリー
カンフー殺法を武器としている
▲下町のダァーは見た目だけが猪木風
動きは決して猪木とは言いがたい
シュールな動きで西口勢を困らせた

６・２６名古屋大会《金プロ》
＞シングルマッチ
○柴 山(DEP)ＶＳ焙 煎●
▲焙煎(右)必殺ブルトーザーが火を吹いた！

焙煎が名古屋に上陸。他団体の名古屋のプロレスラー柴山貴哉
（ＤＥＰ）と対戦した。愛知県はインディープロレス団体、御当地プロ
レスなど、都道府県で一番多い団体らしい。今回、リングの大きさが
４，４メートルと小さく、焙煎得意の関節技を繰り出すもせぐロープブ
レイクに逃げられてしまう。作戦変更し、いつものブルトーザーなどの
パワー殺法で追い込むも、あっさり逆転されてしまう。最後は柴山の
必殺技ダイビングエルボードロップが決まり、焙煎がフォール負け。
バトラーツ参戦の効果を見せられなかった焙煎。今回、単身で敵地
に乗り込み、飲まれた感があったのかも解らないが、次回参戦は焙
煎パワー全開で暴れ回って欲しい（カメラ：焙煎関係者）。

６・２６新木場大会《スーパーFMW》
＞８人タッグマッチ
リー(真・下町)
ぽ っ ぽ
ダァー(真・下町) ＶＳ ば っ て ん
パ パ(真・下町)
つ ね お
○蟹 (真・下町)
見 た 目が●

まだまだ続く西口プロレスと真・下町プロレスの抗争劇。今
回真・下町側は新たな刺客としてプロレス初挑戦の下町のリ
ー(真・下町)を投入。どうやらターザン後藤(スーパーFMW
)の同級生だそうだ。その縁で出場したかどうかは知らないが、
対する西口側はプロレスラー吉江豊(フリー)を弟に持つ、よし
えつねおを加えて応戦。試合は、よしえつねおが大暴れ。つね
おのエルボードロップや打撃で下町のリーは頬から流血。戦
意喪失した。優勢に試合を進めていた西口軍だったが、最後
は蟹☆KING(真・下町)のラ・マヒストラルに見た目がが不
覚のフォール負け。試合後、悔しさを隠しきれない見た目がは
蟹☆KINGの持つ、下町ヘビー級のベルト挑戦をアピール。
今後の動きに注目したい(カメラ：末岡)。

▲ドS看守の毒霧をうけ悲壮感に漂うばってん

7・13新宿大会《新宿二丁目》
＞６人タッグマッチ
○ホッシ～ノ(666)
山田(666)
ドS看守(666) ＶＳ 大橋(大日本)
リンチ(666)
ばってん●
新宿二丁目プロレス初参戦のばってん。客席は新宿二丁目
とあって無類の男好きでひしめきあった。試合はSチームとMチ
ームに別れ、ばってんは山田太郎(666)と大橋篤(大日本)と
組んでMチームの大将格として出場。プリンセスプリンセスの
「M」の曲に乗って入場した。試合は終始Mチームの劣勢。Sチ
ームはムチやロウソク、縄などあらゆる手を使ってMチームを攻
めまくる。最後はドS看守のレフェリーのブラインドをついた毒霧
攻撃から宮本リンチ(666)が弓矢固めを極め、ばってん無念ギ
ブアップ。体には生傷とロウソクだけが残った(カメラ：ことね)。

【結果表】
梨奈とゆかいな仲間たち『小松勝明結婚披露宴』
東京・九段会館
平成22年（2010年）７月２日（土）
試合開始16時（観衆＝200人超満員札止め）

＞シングルマッチ
○けんちゃん（３分47秒 水車大回転固め）Ｍ ぽっぽ●
※ニールキックから久々水車大回転が爆発！
不甲斐ないぽっぽにけんがあっさり勝利！

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（７分56秒 体固め）焙煎TAGAI●
※延髄斬りからフォール

＞シングルマッチ
○Ｓ・カブキ（６分44秒 歌舞伎見栄切り式体固め）Ｍ・コング●
※トラースキックからフォール！

＞ＭＭＡルール(１Ｒ３分２回戦)
○小松 勝明（２Ｒ１分48秒 腕ひしぎ逆十字固め）焙煎TAGAI●
(ガッツマン修斗)
※名勝負！花嫁の前で逆転勝利！敗れた焙煎も今回よかった！
レフェリーは山内慎人(ガッツマン修斗)！

＞タッグマッチ
ことね
Ｍ の 人●
○Ｓわか（９分６秒 逆さ押さえ込み）Ｌ・ヤング
※西口ドア女子部の二人がメキシコの人から勝利！
＞シングルマッチ
○坂本ガソリン（４分37秒 雲竜式体固め）よしえつねお●
※名勝負！雷電ドロップからフォール！
ガソリン急成長！先輩格のつねおから完勝！
＞タッグマッチ
Mr.マジック
Ｓ ラ ン ド△
△小蝶野 正洋（９分20秒 無効試合）ばってん多摩川
※両軍入り乱れた試合にチキン林が強制ゴング！
金プロ『土プロDXだよ全員集合!!』
愛知・名古屋スポルティーバアリーナ
平成22年（2010年）６月26日（土）
試合開始19時（観衆＝40人）

スーパーＦＭＷ『スーパーＦＭＷ新木場大会'10・6・26』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）６月26日（土）
試合開始19時（観衆＝350人超満員）

下町のリー(真・下町)
Ｍ ぽ っ ぽ
下町のダァー (真・下町)（9分13秒 横入り式エビ固め)よしえ つねお
Ｂ の パ パ(真・下町)
ばってん多摩川
○蟹Ｋ ☆ KING(真・下町)
見た目が 邦彦●
※ラ・マヒストラルで見た目が不覚のフォール負け！
試合後蟹☆KINGの持つ、下町ヘビーのベルト挑戦をアピール！

西口プロレス
『あの技が思い出せない
～西口プロレス真夏の６人タッグ1DAYトーナメント戦』
東京・新宿FACE
平成22年（2010年）６月29日（火）
試合開始19時30分（観衆＝300人）

＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦１回戦
芝浜メリー
Ｄ
仮 面
○T・オジサン（５分35秒 片エビ固め）Ｔ・オバサン
じっちゃん
三 平 × ２●
※ＤＤＴからフォール！
＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦準決勝
Ｋ I Ｄ
Ａ・ブッチャン●
焙煎TAGAI（８分46秒 体固め）世界のうめざわ
○長州 小力
Ａ 小 猪 木
※事実上の決勝戦！小力のバックドロップからのラリアットが
完璧に決まった！二試合目の小猪木組はシードの小力組に敗退！
＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦準決勝
Ｌ・ソング
芝浜メリー
Ｌ・プリン（６分６秒 体固め）T・オジサン
○Ｌ・ローズ
じっちゃん●
※三平乱入！パウダー攻撃に大半が失神！襲撃されたじっちゃんに
ローズが被さりフォール！ポーク林は無効試合にせず、状況をみ
ていなかった為、ローズ組が決勝進出！
＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦優勝戦
○Ｌ・ソング
Ｋ I Ｄ
Ｌ・プリン（７分22秒 片エビ固め）焙煎TAGAI
Ｌ・ローズ
長州 小力●
※ソング、小力をＤＤＴからフォール！
ローズ＆プリン＆ソング組が初優勝！

説

ユンボ安藤

レフェリー

レスリングネットワーク『GIRAGIRA５』
東京・西調布アリーナ
平成22年（2010年）７月３日（土）
試合開始19時（観衆＝70人）
＞タッグマッチ
○こ
と
ね
亜利弥'(フリー)
よしえつねお（９分０秒 お昼寝式体固め）見た目が邦彦●
※シャイニングウィザードからフォール！見た目が、女子プロ
レスラーとのタッグで西口ドア軍にまさかの屈辱敗退！

解 説

ＤＤＴプロレスリング
『レスリングとんこつ2010』
福岡・博多スターレーン
平成22年（2010年）７月４日（日）
試合開始13時（観衆＝400人超満員）
＞3対4ハンデキャップマッチ
○アステカ(華☆激)
Ｂ 健介(がむしゃら)
中澤マイケル(DDT)(14分13秒 片エビ固め）Ｄ 九州(がむしゃら)
高木三四郎(DDT)
Ｙ・アズナブル(DDT)
ばってん多摩川●
※ばってん地元博多凱旋！
アステカの聖スプラッシュで無念のフォール負け！
歌芸夢者
『歌芸夢者ショータイム第一部'10・7・8』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年（2010年）７月８日（木）
試合開始19時30分（観衆＝120人超満員札止め）
＞シングルマッチ
△Ａ 小猪木（１分５秒 無効試合）きむこ△
(スターメイカー)
※きむこ押せ押せもノーコンテスト！
歌芸夢者
『歌芸夢者ショータイム第二部'10・7・8』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年（2010年）７月８日（木）
試合開始21時（観衆＝60人超員）
＞シングルマッチ
☆Ａ 小猪木（不戦勝）きむこ★
(スターメイカー)
※きむこが客にブチ切れ！試合が中止となる！
歌芸夢者
『歌芸夢者ショータイム第三部'10・7・8』
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
平成22年（2010年）７月８日（木）
試合開始22時30分（観衆＝20人）
＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（２分10秒 裸絞め）きむこ●
(スターメイカー)
※戦意喪失のきむこに初のギブアップ勝ち！
TRIBELATE
『TRIBELATE.29』
東京・新宿FACE
平成22年（2010年）７月10日（土）
試合開始18時（観衆＝250人）

ポーク林

リングアウンサー
松尾アトム前派出所

＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦１回戦
Ｌ・ソング
賀川 照子
Ｌ・プリン（６分９秒 片膝立ち片エビ固め）Ｌ・ヤング
○Ｌ・ローズ
Ａ 橋 本●
※ラリアットからフォール！

エール橋本

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

＞西口プロレス６人タッグ１ＤＡＹトーナメント戦１回戦
○Ａ・ブッチャン
Ｍ・ぽ っ ぽ●
世界のうめざわ（７分６秒 体固め）ばってん多摩川
Ａ 小 猪 木
見た目が 邦彦
※フライングエルボードロップからフォール！

解

チキン林

＞西口プロレス対真・下町プロレス
対抗戦８人タッグマッチ（30分１本勝負）

況

ガラ林 ギアラ林

＞シングルマッチ
○柴山 貴哉(DEP)（7分21秒 体固め）焙煎TAGAI●
※ダイビングエルボードロップに敗退！

実

アントニオ小猪木

西口ドア『西口ドア一周年記念興行第二弾』
東京・阿佐ヶ谷ロフトＡ
平成22年（2010年）６月24日（木）
試合開始19時30分（観衆＝100人超満員）

【リングサイド紹介】

リングガール

。
西口プロレス向上委員会

＞シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン（６分58秒 体固め）Ａ 小猪木●
※小猪木、イスを顔面に喰らい、３針を縫う大流血！そのダメー
ジあってか、ユダンが逆転ラリアットで小猪木から初勝利！かな
りの名勝負だった！試合後、小猪木は血染めのブルースを熱唱！
新宿二丁目プロレス
『新宿二丁目プロレスvol.5』
東京・新宿ライブレストラン・ダイトー
平成22年（2010年）７月13日（火）
試合開始19時（観衆＝150人）
＞６人タッグマッチ
ホッシ～ノ(666)
山田太郎(666)
ドＳ看守(666) （8分26秒 弓矢固め）大橋篤(大日本)
○宮本リンチ(666)
ばってん多摩川●
※弓矢固めでばってんギブアップ！

馬越幸子

三島ゆかり

【西口あらかると】
小力、フジ『逃走中2010』出演!
6月27日に放送したフジテレビ系『逃走中2010～日本昔話～』に小力が出演した！

小力『からくりＴＶ』出演!

※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。

小猪木『ｍｅｎ’
ｓ ｅｇｇ』
！

発売中のメンズファッション雑誌『men's egg』の「目指せ猪木ビンタ☆コー
モン王子の新殴られ屋最終回スペシャル」のコーナーにアントニオ小猪木が
登 場！最終回にアントニオ猪木に辿り着かず、小猪木が務めることに！しか
し、小猪木サプライズプロデュースにより、最終回は猪木芸人が集結！春一
番、 アントキの猪木も登場してくれた！ちなみに小猪木は「カデカルアネ
ゴの先月の人気コーデベスト３」にも掲載された！

佐々木孫悟空、レギュラー雑誌！

7月4日に放送した『さんまのスーパーからくりTV』に小力が出演した!

二郎、松田大輔、ＮＨＫ総合！
7/10に放送したＮＨＫ総合『笑世紀ｘ芸人激突「次長課長&東京ダイナマイト」』
に東京ダイナマイト（ハチミツ二郎＆松田大輔）が出演した！

MONDE21『ゲームレコードGP』
！
MONDE21『ゲームレコードGP』の#72の「「がんばれゴエモン2」ダブルス!ステージ1
☆タイムトライアル」で高橋と組んだ岩原（みんな大好き岩ちゃんマン）が優勝した！

小猪木26時間番組生出演！乾杯ギネス達成！
6/25～26日にかけて、インターネットテレビのＵstreamの番組、『ＦＯＯＭＯＯ』の
「乾杯ギネスチャレンジ」Ｕstream＆Twitterで乾杯！～各界有名人 打上げのウラガ
ワ完全生中継！～で26時間番組に小猪木が生出演した！「アントニオ猪木と大人数で
同時乾杯」を目指した。並びにツイッターでの「同時乾杯」もギネス記録を目指した。
気になる記録の方は2009年12月31日にポルトガルの26564人を上回り、27126人でギネス
新記録達成した。この27126人の一人に加わってた小猪木もギネス保持者だ！

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：７月１３日レイザ
ーラモンHG）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＝ガラ林）、
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』！

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、エール橋本とユンボ安藤が参戦中！
！

二郎、両国国技館に出場！
DDTプロレス『両国ピーターパン2010～夏休み ああ夏休み 夏休み～』
【日時】2010年7月25日（日）
開場14:30 開始16:00 東京・両国国技館
【チケット料金】
スペシャルシート（アリーナ席）完売
マス席Ａ10,000円、マス席Ｂ7,000円、マス席Ｃ完売、２Ｆイス席Ａ5,000円、
２Ｆイス席Ｂ4,000円、２Ｆイス席Ｃ3,000円
※各当日1,000円ＵＰ
※マス席は１マス単位での販売ではなく、お１人につき１枚の販売。
基本的に、１マス２名様でのご利用となります。
次期KO-Dタッグ選手権挑戦者決定戦
※ガントレットマッチ
＜挑戦表明チーム＞MIKAMI＆タノムサク鳥羽組、大鷲透＆安部行洋組、
松永智充＆鶴見五郎(国際プロレス)組、ポイズン澤田JULIE＆中西学(新日本プロ
レス）組、マッスル坂井＆ハチミツ二郎組

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
☆メインイベント グレプロフィナーレ５ＷＡＹタッグマッチ 60分１本勝負☆
見た目が邦彦＆ばってん多摩川vs“HOT STAFF”桂ヤスヒロJr.＆高津子
vs澤 宗紀＆佐野 直vs小仲＝ペールワン＆乞食vsドン・たけむらこういち＆
ガッツ石島 with Ｍｒ.ｙｂ

ばってん、KAIENTAI-DOJO！
ばってん多摩川が千葉のプロレス団体KAIENTAI-DOJOに参戦!!
■「FRIDAYΩNIGHT」7月30日(金)
開場:18:30 開始:19:00 チケット…2000円 ※高校生以下は無料
会場：千葉・BlueField (千葉県千葉市中央区都町3-4-17)
◆主なカード ばってん多摩川VS真霜拳號 ほか
■「S U M M E R "Ω" NIGHT」8月29日(日)開場:17:00 開始:17:30
【会場：千葉・BlueField (千葉県千葉市中央区都町3-4-17)
チケット…3000円 ※高校生以下は無料
行き方…千葉駅から東口バスターミナルのりば1「大宮台地・大宮市民の森」
又は、のりば10「中野操車場・いずみ台ローズタウン・成東駅」行に乗車して
旭町で下車。

ばってん、ヤングプロレス出場！
「666」の若手興行「ヤングプロレス」にばってんが出場！
日時/8月１日(日) 場所/埼玉・蕨ISAMIレッスル武闘館
開場/17:30 試合開始/18:00 ◆全席自由席 2,000円

焙煎＆ばってん、バトラーツ出場！

『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 ■阿佐ヶ谷大会
～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、 『阿佐ヶ谷バトラーツvol.3～バチバチ花嫁宇宙へ行く！～』
加藤生物 他(不定期にゲストあり) インターネットTV『nakano ＠ddress 』 バトラーツ女子第1号及川千尋がまさかの寿引退！しかし、それを遮るように

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6/29ガラ林、7/6まめ 、
7/13RISA(ダンサー)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！

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！

東京ダイナマイトＤＶＤ！

次から次へと事件連発＆トラブル続発！果たして及川は結婚する事ができるのか!?
バトラーツは及川を守る事ができるのか!?
日時/8月3日(火) 場所/阿佐ヶ谷LoftA 整理券配布/16:30
開場/19:00 試合開始/19:30 料金:3000円
出演者情報:ばってん多摩川、澤宗紀、矢野啓太、竹嶋健史、及川千尋 他
チケット情報:ローソンチケット【L:38949】
■蕨大会
日時/8月3日(火) 場所/埼玉・蕨ISAMIレッスル武闘館 整理券配布/16:30
開場/17:00 試合開始/17:30 ◆最前列指定席 5,000円 自由席 4,000円
◆シングルマッチ 焙煎TAGAIvs竹嶋健史
◆予約・お問い合わせ believers_sc@yahoo.co.jp

見た目が＆ぽっぽ、スーパーＦＭＷ！
■スーパーＦＭＷ 8月20日(金)
18:30開場/19:00開始 新木場1stRING
▼西口プロレスVS真・下町プロレス全面抗争
出場予定選手…見た目が邦彦、ミスターぽっぽ他
■チケット情報 特別リングサイド6000円(完売) 指定席5000円

見た目が＆ぽっぽ真・下町プロレス！

8月29日(日) 埼玉・越谷ケルベロス道場 (13:30～)
出場予定選手…見た目が邦彦、ミスターぽっぽ他
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」
(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。 ■チケット情報 全席（当日のみ）1000円

西口ドア新宿ロフトプラスワン初進出！
『西口ドア １周年記念興行第三弾』日時：8月23日（月）
会場：新宿ロフトプラスワン 開場：18:30 / 試合開始19:30
前売￥2,000/当日￥2,500 （※1drinkオーダー）
チケットはローソンチケット！Lコード【Ｌ：39378】
出場予定…ばってん多摩川、よしえつねお、ザ・シロート・カブキ、ミスター
ぽっぽ、プリマ・リエ、シャッターチャンスわか、ことね、シュウソウらんど、
みんな大好き岩ちゃんマン、箕島大樹、ミニ沢ミニ晴、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

アントニオ小猪木誕生日会！
『アントニオ小猪木30代最後の39歳を祝う会』
８月22日（日）東京・アントニオ猪木酒場新宿店
19時開場、19時30分開宴 男性5000円、女性3000円
問合せ：西口プロレス事務局03-5308-1231 詳細は西口プロレスＨＰで発表。

小力「真夏の笑フェス2010」
！
「真夏の笑フェス2010」マセキ＋ゲストが総勢35～40組出演する野外ライブ！
8月3日(火)雨天決行 会場：上野不忍池水上音楽堂
時間：開場15:00／開演16:00/終演20：00予定
料金 前売1,000円／当日1,300円（全席指定、3歳以上チケット必要）
※前売チケットは6月12日(土)からローソンチケットにて発売！
0570-084-003(Lコード 37933) 0570-000-407(オペレーター対応)
http://www.maseki.co.jp/news/#news424

小猪木、福岡・水田天満宮、恋木神社祭り！
福岡・水田天満宮と恋木神社の祭り、
『千灯明花火大祭』にアントニオ小猪木が登場する。
８月25日（水）▼開催時間／11時30分～21時00分
※小猪木の出演時間は後日西口HPにて発表
▼会場／水田天満宮 ▼住所／筑後市水田62-1
▼交通／公共機関：JR羽犬塚駅より徒歩約15分 車：八女インターより車で約10分

西口寄席！
7月の優勝は「ラジークイーン(KID&ザ・オバサン＆ナカジー13世＆桜・竹吉)」でした!
■日時:8月14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）
■8月14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！

日本まな板ショウ！
日本まな板ショウ
■日時：8月2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、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.169
■日時：8月18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

安藤道場一門会！
ユンボ安藤率いる『安藤道場一門会』8月3日(火)
【会場】上野広小路亭 (台東区上野1-20-10
※ＪＲ御徒町駅すぐ上野松坂屋向かい)
【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

はみだしメロンちゃん！
ユンボ安藤×櫻井市長『はみだしメロンちゃん』
日時：7月23日(金) 開場19：00 開演20:00
場所：渋谷・居酒屋西麻布ヒルズ 090-2699-2040
料金：［当日］1,000円 定員３０名 出演：ユンボ安藤、櫻井市長

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～真夏の１DAYタッグトーナメント～
西口プロレス 2010.7.22 (木) 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。
真夏の１DAY６人タッグトーナメント結果表

優 勝
ローズ
スリム
プリン

小力
焙煎
KID

見た目が 小猪木
ローズ
ばってん 世界
スリム
ぽっぽ
ブッチャン プリン

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）

チャーシュー専門店
チャーシュー力

エール じっちゃん 三平
ヤング オジサン D 仮面
賀川 芝浜
オバサン
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！

※関連記事は１～３面

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。

