→

万事休すかと思われた二郎が見た目がに
放ったアティテュード・アジャストメント

試合開始早々見た目がは足攻めに大苦戦
▲

小猪木＆二郎
終始圧倒！

見た目が失神寸前！

小猪木のアゴ刺しチョークスリーパーに
▲

→

サマーソルト
ドロップ

抜くもカウントは奪えず！

賀川は小猪木を奇麗な人間橋で引っこ
▲

▲

娯楽の殿堂

９月号
口プロレス真夏の三大ビッグイベント第二弾は『西口プロレス真夏の１ＤＡＹトーナメント戦』を開催した。だが、ビッグイベントの割りには小力
やローズがノンエントリー。第一弾の６人タッグトーナメント戦ではソングが小力を敗る大どんでん返しが起きたが、今大会は小猪木＆二郎組が
完全圧勝優勝を決めた（カメラ：新宿大会=宮木和佳子）。

西スポ
2010年

完全無欠！小猪木＆二郎組！敵無し優勝！！
西
フットスタンプ

残
念

9・28 西口プロレス新宿FACE大会～西口プロレス秋のチャンピオンフェスティバル～

■日時：9月28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 ： 816-599 ※当日500円アップ
１ドリンク制

9・5 見た目が＆ばってん嵐自主興行新木場大会
9・23 見た目が＆ばってん蟹☆KING自主興行長野大会
9・27 ばってんスタンリー１新木場大会 9・25 TRIBELATE新宿大会 ※詳細は７面、もしくはHPでわかり次第発表します

５月に行われた西口ＤＸプロレスが大成

功の勢いを引っ提げ、６月から８月はトーナ

メント戦を開催しようと６月大会は６人タッ

グトーナメントが行われた。優勝したのはロ

ーズ＆プリン＆ソング組で、ソングが小力を

抑え、仰天な結果で終わった。そして７月の

今大会は西口プロレス真夏の１ＤＡＹタッグ

トーナメント戦を開催。だが、
蓋を開けてみ

れば、不可解なトーナメント戦となってしまっ

た。
西口プロレスのビッグイベントの筈が、
今回

のトーナメントに小力もローズもエントリー

していなかった。
そしてアントニオ小猪木とハ

チミツ二郎のタッグがエントリー。
優勝候補筆

頭となる。対抗馬としてやはり、ユダン＆デブ

ロディ組、小馬場＆タイガー組と言ったとこ

ろだが、
いとも簡単に敗退してしまった︵関連

２，
３面︶
。そんな中、
勝ち上がってきたのは見

た目が邦彦＆賀川照子組。
この２チームが優

勝を争う。
西プロでよくある光景が大金星。

前回の６人タッグトーナメント決勝がよい例

だ。
小猪木＆二郎組はこれを警戒しなけれ

ばならない。だが、
５月に天龍源一郎と闘った

小猪木、
５日後に両国国技館に立つ二郎のオ

ーラは違った。
小猪木、
二郎共にこのメインは

見た目がの足殺しをじっくり展開。見た目が

のスピードが殺された。
見た目がも反撃にコ

ーナーポストに登るが足が痛い為、
攻撃にス

ピード、
威力が半減する。フットスタンプから

の賀川のてるてるスープレックスも小猪木に

カウント２で返された。最後は再び、
見た目

がを小猪木の延髄斬りからの二郎の剛腕ラ

リアットでＦＩＮ。
圧勝だった。
二郎は﹁
両国

︵国技館＝関連８面︶に出るのに、
優勝して

弾みが付いた。ただ、小猪木と組んだら優勝

するに決まってんだろ！誰がこの組み合わせ

を考えたんだ！﹂と発言。
確かに小力、
ローズ

の西口のエース級２人がミュージカルデスマッ

チ︵関連２面︶に回ったり、他の優勝候補︵対

抗馬︶が次々と敗退していく中、優勝の答え

が見えてしまったファンも少なくないだろう。

次のシングルトーナメントには期待を膨らま

せたい。
タッグ優勝者の二人はこの勢いを引っ

提げ、８月に二郎はメロン記念日な斉藤瞳と

入籍を発表。小猪木も三十代最後の誕生日

会を盛大に開き、二人の勢いは止まらない。

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント優勝戦
○二 郎
賀
川
小猪木ＶＳ見た目が●
※小猪木＆二郎組が優勝！

小猪木からはフォールは奪えず！
この技で決勝まできた見た目が＆賀川！しかし、
▲

の豪腕ラリアットで見た目がが沈んだ！
下︶
の延髄斬りから二郎︵
上︶
最後は黄金のレパートリー！小猪木︵
▲

→

▲二郎のデンジャラスバックドロップ炸裂

テルテルスープレックス

西口スポーツ
西口真夏の１DAYタッグトーナメント開催！

▲ドン（左）は小猪木(右)

に豪快なチョークスラム

▲デブロディ（上）の超低空キングコングニードロップがタイガー(下)に炸裂

▲ドン(左)は怪力で小猪木
巨体のドン(左)も倒れ込む (右)をコーナーに追いつめる

スを狙いにいくも投げれずに引きずられてしまう

↓

↓

！

▲倉富（左）は河津落としでプリン
▲最後は小力が延髄ラリアットでローズからピンフォール （右）を攻める

今年は７月にミュージカルデスマッチが行われ
た。しかも今大会の目玉はタッグトーナメント。
このミュージカル デスマッチに６月の６人タッグ
トーナメント戦を制したラブセクシー・ローズ＆
ラブセクシー・プリン＆ラブセクシー・ソング組
がいた。本来ならタッグトーナメントもエントリ
ーして優勝を狙って欲しかったのだが…。ラブセ
クシー軍に対するは、ミュージカルデスマッチと
言えばこの二人。エール橋本と倉富益二郎だ。
２年前、小猪木とのトリオでミュージカルマッチ
で西口６人タッグ王座も獲得している実力者
だ。今回はパートナーを長州小力を指名。小力
のミュージカル初試合が注目される。ただ先程の
ように小力もタッグトーナメントのエントリー
を外れた形となる。賛否両論ある中、ゴングが
鳴った。それでも盛り上がるミュージカルデスマッ
チ。西口名物と言われるくらいの内容で勿論、
盛り上がった。先発は小力とローズ。今回はロッ
クのリズムで始まった。まずはガンズ＆ローゼス
﹁ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル﹂次は倉富とプ
リンがボン・ジョビ﹁リビング・オン・ア・プレーヤ
ー﹂に乗ってファイト。倉富のファイトが一番光っ
たようにも見えた。次にエールとソングのビース
ティー・ボーイズで﹁ファイト・フォー・ユア・ライ
ト﹂でファイト。再び小力とローズでエアロスミス
の﹁イート・ザ・リッチ﹂で大詰めを迎える。今回、
不調のように見えた小力だったが、ローズの後頭
部に決まった延髄ラリアットが見事に決まり、
カウント３。両軍最後はオアシスの﹁ドント・ルッ
ク・バック・イン・アンガー﹂でカーテンコールを迎
え、盛大に終わった。盛大に終わったのはよいの
だが、やはり今大会の目玉はタッグトーナメン
ト。小力自身も解っていたようで﹁トーナメント
も出たかった…﹂と試合後に供述。確かにビッグ
イベントをやるに当たって今回のトーナメント戦
は西口プロレスにとってぼやけた大会となってし
まったのは認めざる得なかった。

▲試合が終わればノーサイド！小力(中)は初めてのミュージカルデスマッチにして初勝利！

小力、ミュージカルデスマッチ初挑戦

▲ローズ（上）はソング

▲最後は小卍固め(左)と肥卍固め(右)の共演でフィニッシュ
両手でしてしまうドン(右)
にさすがの二郎（右）も吹っ飛ぶ

エール︵
左︶
は伸びのあるスワ
ンダイブ式ミサイルキックを
ローズ︵
右︶
に叩き込む

（下）をギターにして踊る

▲

実力者ドン＆ヤングを撃破

▲二郎(右)のナックルに

１回戦は順当に勝ち上がった小猪木＆二郎組
とドン・クサイ＆ラブセクシー・ヤング組。ドンと
ヤングは第４回西口タッグリーグ戦に優勝組で
もあり、第11代西口タッグ王者組という実力
者だ。ただ、不安な点は久々のタッグということ。
今は袂を分かち、ラブセクシー・ファミリーの一
員であるヤングと、ラブセクシーではないドンと
のはタッグは不安が立ち込める。だが、１回戦を
見ると仲間割れの様子もなく、かつての必勝パタ
ーンが衰えていないくらいのチームワークだった。
焦点はドン＆ヤングが小猪木、二郎のどちらに
照準を絞るかだ。先発をかった小猪木にドンは
力任せに勝負に出たり、ヤングもトリッキー技で
小猪木を苦しめる。替わった二郎は作戦をラフ
に転じ、小技のパンチと大ビンタでペースを崩し
た。再び小猪木に替わるとドンは殺人タックル。
どうやら小猪木を標的にしているようだ。ドンが
最後にポスト最上段に昇った時、二郎が雪崩式
ブレーンバスターで小猪木を救出。小猪木はヤン
グに延髄斬り。そして小卍固めに捕らえると二
郎はドンにひまんじ固め。二人の卍共演で見事、
決勝にコマを進めた。

エプロン上でオクラ
ホマミキサーを
敢行するヤング︵左︶

倉富（右）がフロントキック わせてサイドスープレックス

▲ふざけるプリン（左）に ▲倉富（左）はリズムに合

▲ロックアップでミュージックスタート！

エール︵左︶はローズ︵右︶にコブラツイスト

▲

７・２２新宿大会
＞ミュージカルデスマッチ
倉 富
ソング
エール ＶＳ プリン
○小 力
ローズ●

▲Wのラリアットを勘違いで

▲ドン(左)の重量感のあるボディアタック

▲珍獣コンビのユダン(右)＆デブロディ（左）は、ブレーンバスター(写真右)や

タックル(写真左)の合体技で他のタッグチームにはないコンビプレーで攻める▲あわれユダン(下)！カツラも取れ無惨な姿で一回戦敗退

←

ユダン！その後、怒りのウエス ▲小馬場(右)の11文キックがユダン（左）
タンラリアットへいったのだが… の顔面にクリーンヒット！

１回戦に優勝候補であったユダン・ハンセ
ン＆ブルーザー・デブロディ組の珍獣コンビ
とジャイアント小馬場＆タイガーキッド組
の一戦。１回戦でいきなり星の潰し合いに
はちょっと勿体ない感が否めない。ただ、両
軍共負けられない。特に小馬場は６月ラン
☆８プロレス宇都宮大会で小蝶野正洋に
３連敗を喫する大不調振りを見せた。こ
のトーナメントで優勝し、復活をアピール
したい。かたや珍獣コンビは断トツ優勝候
補の小猪木＆二郎組の対抗馬としては最
有力。このトーナメントを盛り上げるのは
珍獣コンビが鍵を握ってると言っても過言
ではない。ましてユダンは６月のＴＲＩＢ
ＥＬＡＴＥ新宿大会で小猪木を３針縫
う大流血を負わせ、シングルで勝利してい
る。この勢いは脅威だ。だが、小馬場の不調
振り以上に珍獣コンビがどうも不安定な
コンビネーションが目立った。試合作りが粗
く小馬場に対するラリアットがクリーン
ヒットしなかったり、久々登場のデブロディ
との合体攻撃に誤爆したりと珍獣コンビ
らしくない。最後はユダンが西口ジュニアヘ
ビー級王者タイガーの原爆固めにあっさ
りピンフォールを許し、珍獣コンビがまさ
かの一回戦敗退を喫してしまった。今トー
ナメント人気ナンバー１だった珍獣コンビ
もファンの期待を裏切り、まさかの一回戦
敗退となってしまった。

巨体対策にローキックで攻め
るクレバーな小猪木︵
左︶

▲

タイガーが高角度のジャーマンスープ ▲タイガー(右)のジャンピングハイ
レックスでユダンをマットに沈めた！ キックでユダン(右)悶絶

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント戦１回戦
○タイガー
デブロディ
小 馬 場ＶＳユ ダ ン●

▲最後はウエスタンラリアットをよけた

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント準優勝
二 郎
ヤング●
○小猪木ＶＳド ン

▲小猪木(左)はドン（右）にジャーマンスープレック

▲小猪木(左)の延髄斬りがヤング(右)を捕える

▲カツラが取れ、悲鳴をあげる

！
！
！
珍獣組、期待を裏切るまさかの一回戦敗退 小猪木＆二郎 W共演で決勝進出
！

←

▲

↓

▲

！

！

！
！

焙煎＆ばってん、
媚び売りプロレス

！

起承転結なき試合 最低セクハラ攻撃

に酒を噴射！三平は落下し、勝負の決め手となった！

！

↓

タイツで闘った

焙煎ＴＡＧＡＩ＆ばってん多摩川組の
インディープロレスラーコンビが見た目が
邦彦＆賀川照子組に挑んだ。見た目が
もインディープロレスで活躍し、賀川は元
々、女子プロレスラーだ。レベルの高い試合
を期待したが、やはり焙煎とばってんの
試合は粗い。パワー殺法はよいのだが、起
承転結の試合運びがなさすぎる。手数は
見た目が＆賀川組よりも多く出してい
るものの、決定打にはなっていない。勿論、
パワーファイターだから粗削りなファイト
も魅力なのだが、表現が伝わらない。賀川
に対し、露骨にもセクハラ攻撃をしたり、
チームワークも目茶苦茶だったり、試合よ
りもパフォーマンスが目立ってしまったり、
技も全て力任せだ。それでも冷静だった見
た目が＆賀川組は怒りをぶつけるより、
勝ち星を拾いに行くという、冷静で忠実
なスタイルが好を奏し、最後は見た目がの
ダブルスタンプからの賀川のてるてる原爆
固めで勝利した。二人の勝利の方程式が
完成された。見た目が＆賀川組もどこま
でトーナメントにインパクトを残せるかも
注目したい。

▲見た目が（左）＆賀川（右）は女子プロタッグバージョンで

じっちゃん乱入 三平またも一回戦敗退

▲ダーティーイリュージョンでいつの間にかガラ林も参戦!?

ドン＆ヤング組対三平×２＆ダーティ
ー仮面組のダークホース同士の対戦が行
われた。静かな展開から試合が始まった
が、三平とＤ仮面は短期決戦に出たか、
ドンに対して序盤から大技を乱発。それ
ぞれがトリッキー技を持ってるだけあっ
て、面白い攻防が開かれた。ドン＆ヤング
も反撃したが、どちらかというと終始、
技を出し続けた三平が試合のペースを
握っており、三平が終盤、勝負に出た。超
安全式脳天杭打ちからコーナーポスト
最上段に登った時に、欠場中のじっちゃん
が乱入。じっちゃんは先月６月の新宿での
西口１ＤＡＹ６人タッグトーナメント戦
で三平の乱入により、敗退してしまった。
更にじっちゃんを攻撃したことにより、
じっちゃんが肋骨骨折というアクシデン
トで今大会欠場。その腹いせにじっちゃん
が仕返し乱入。その間、ドンがポスト最上
段からダイビングボディプレスで三平圧
殺し、三平組が１回戦敗退となった。じっ
ちゃんと三平はハードコア王座を巡る因
縁、トーナメントの足の引っ張り合い、じっ
ちゃんの負傷欠場と因縁が深まるばか
り。８月のシングルトーナメントでは直接
対決が実現したら、再び血の雨が降るの
は必至だ。

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント戦１回戦
○賀
川
ばってん●
見た目がＶＳ焙
煎

決勝は、見た目が＆賀川組が進出 トーナメント１回戦、
！
！
！
第一試合からドロー延長戦へ

↓

↓

↓

ジャーマンスープレックスで
見た目がを脳天から落とした！

↓

▲

▲ 耐える賀川を
ばってんまで引きづり
こんで焙煎は空気を
読まずジャーマン
スープレックス

狙う焙煎！これはモラルに反する！
人間を疑われても仕方ない！

▲危ない！焙煎（下）は危険な

▲羽交い締めされた賀川にわしづかみを

D仮面と三平は息のあった連係を
披露！

「シー！」とフォール！

▲突如じっちゃん(左)が乱入！因縁の三平（右）

▲三平の超安全式パイルドライバー
▲D仮面のムーンサルトプレス

▲難なく突破した二郎（中）＆小猪木（右）！後方は仲間割れする世界＆けん！

▲小猪木は１・２回戦を茶色

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント戦１回戦
ヤング
Ｄ仮面
○ド ンＶＳ三 平●

じっちゃんの酒を浴びた三平は落下！ドンのフライングボディプレスに散った！

▲ヤング(上)は三平(下)に気づかれないように

小馬場＆タイガー組、
準決勝で敗退

▲二郎はWラリアットで分断成功 ▲けんちゃん(中)の必殺風まかせは誤爆

！
シー

西口タッグトーナメ
ント戦１回戦の第一
試合はいきなり小猪
木＆二郎組が登場。
対するは世界のうめ
ざわ＆けんちゃん組
のうめけんコンビだ。
うめけんは元西口６
人タッグ王者組の実
績を持ち、まして世
界は約２年間、西口
ヘビー級王者であった
という記録も持つ。先
発は二郎と世界。世
界の倒れ込み式頭突
きを交わした二郎が
片エビ固めでカウント
３が入った。思わぬ秒
殺劇に第一試合が終
了したかに見えたが、
世界が猛抗議。﹁俺達
が第一試合で数秒で
小馬場︵
中︶
はWのランニング 絶不調の小馬場。１回戦はタイガーの頑張
終わり、小猪木もけ
ネックブリーカーで奮闘！ りに珍獣コンビから逆転勝利してコマを進め
んも出番なかった。我
たこの準決勝戦。相手はタッグチームとして
バランス取れた見た目が邦彦＆賀川照子組。
世界︵
右︶
の倒れ込み式頭突きはよけられ早くも 々は客を喜ばせてな
１回戦では自滅に近い感じだった焙煎＆ばっ
３カウント！世界は猛抗議でアピール︵
写真下︶ んぼ。これで勝ったと
思うな。西プロなら融
てん組からの勝利は参考にならないが、下馬
通効かせろ！西口プ
評ではやはり、小馬場組が決勝進出を予想
ロレスのファンの皆さ
する。先発はタイガーと見た目が。テクニシャ
んも目を冷まして下
ン同士は序盤から互角。次に不調がやはり
さい！﹂トーナメント
隠せない小馬場。それをごまかそうとコミカ
戦では、有り得ない抗
ル殺法に転じるが、賀川は冷静。動きを完全
議だが、レフェリー・ガ
読んでいた。だが、終盤、試合が噛み合ってき
ラ林も勝利者組もこ
た。勝負に出たタイガーは見た目がに原爆固
記録は無
世界︵
左︶
の鶴見五郎式の地獄突き れを認め、
め、猛虎原爆固めを乱発。だが、賀川が滑り
効試合の振り出しに
込みカット。勝ちを確信した小馬場のスーパ
戻して異例の再戦と
タイガー︵
下︶
は雪崩式フラン ー十六文キックがタイガーにまさかの誤爆。
なった。勝ちを焦るう
ケンシュタイナーを敢行 勝敗の行方が一気に転じた。次に見た目が
めけん。だが、冷静沈
組が勝利に出る。１回戦でも使ったダブルス
着の二郎は誤爆を誘
タンプからの賀川のてるてるスープレックスが
う。不穏な連係になっ
見事決まり逆転勝利。タイガーからの勝利は
てきたうめけんに小
大きい。この１，２回戦で見せた勝利の方程
猪木がけんの風任せ
式を信じて、決勝の舞台で待っている小猪木 世界︵
左︶
の初心者式
を交わし、三度の仲
＆二郎組にも見舞って優勝し、西口プロレス
ラリアットで二郎ダウン
間割れ。その隙に小
に新たな風穴を開けたい。
猪木がけんに延髄斬
タイガースープレックスは賀川がカットした！
りからの腕固めを決
めてフォール勝ち。文
句なしの勝利をもぎ
取った。うめけんは試
合後も仲間割れ。ハプ
ニングだらけの幕開
けであった。

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント準優勝
○賀
川
タイガー●
見た目がＶＳ小 馬 場

最後は見た目がのフットスタンプ︵上︶から賀川のてるてるスープレックス︵下︶の必殺フルコースで勝利！

↓

▲最後は小猪木がけんちゃん(下)を腕固めをきめて勝利！

７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント１回戦
△二 郎
け ん
小猪木ＶＳ世 界△
---------------------------７・２２新宿大会
＞1DAYタッグトーナメント延長戦
二 郎
け ん●
○小猪木ＶＳ世 界

▲

▲

一回戦を突破！この勢いでどこまで行けるのか注目したい！

▲合体のフェイスクラッシャー

▲最後は賀川のてるてるスープレックスがきまった！

▲強敵の小馬場＆タイガーを乗り越え、決勝に駒を進めた賀川（左）と見た目が(右)

▲小馬場(右)のスーパー16文キックが

タイガー(中)に誤爆！

▲

▲

▲

▲

▲

▲

↓

ۚϓϩʰϓϩ̙̭ͩΑશһू߹èèîø÷ɾþɾúøʱ
Ѫɾ໊ݹεϙϧςΟʔόΞϦʔφ
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓úøʢʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌ʢʹऺ؍û÷ਓʣ

ʲ݁Ռදʳ
ČĈĎēČϓϩϨεʰČĈĎēČϓϩϨεɾϓϩϞʔγϣϯþ݄େձʱ
ಢɾখࢁࢢจԽηϯλʔখϗʔϧ
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓øÿʢʣ
ࢼ߹։࢝ɹøú࣌ʢʹऺ؍ù÷÷ਓʣ
ʼλοάϚον
˓εΧΠιϧδϟʔɹïČĈĎēČϓϩϨεð
ࠤïࠃࡍϓϩϨεėð
ɹΠʔάϧιϧδϟʔïČĈĎēČϓϩϨεðʢĀüĀඵɹମݻΊʣͨݟ͕˔
˞λΠΨʔυϥΠόʔ͔ΒϑΥʔϧʂ
ޱΦʔτʰޱΦʔτΠϕϯτɾϓϩϨεʱ
࡛ۄɾޱΦʔτϨʔεΠϕϯτϗʔϧલಛઃϦϯά
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓øĀʢʣ
ࢼ߹։࢝øù࣌üøʢʹऺ؍ú÷÷ਓʣ
ʼ̒ਓλοάϚον
ɹͭç΅çݪਓïϑϦʔð
̮ɾϋϯηϯ˔
ɹ̮ɾϙϯυïĚČĊęČěçĉĈĚČðʢøøüûඵɹΞϧθϯνϯࣜഎࠎંΓʣࡾ͕ɹޫ
˓̗ɹɹాïϑϦʔð
̜ɹখçഅç
˞ΞʔాˍϠϚμϚϯɾϙϯυˍͭ΅ݪਓͷ
ɹϓϩϨεϥʔʹ܉খഅ͍Δશ܉ഊʂ

ޱϓϩϨεʰޱϓϩϨεਅՆͷ̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓʱ
౦ژɾ৽̛̖̘॓̚ɹฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓ùùʢʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌ú÷ʢʹऺ؍ûü÷ਓʣ
ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ̍ճઓ
˚̝ɹೋç
͚çΜçͪçΌçΜ
ɹ̖çখழʢ̍̌ඵɹແޮࢼ߹ʣੈքͷ͏Ί͟Θ˚
˞ੈքͷΕࠐΈࣜ಄ಥ͖ΛަΘͯ͠ϑΥʔϧͯ͠ೋ͕উ͕ͬͨ
ʢখழɺ͚Μग़൪ͳ͠ʣɺੈքͷ߅͕ٞ௨Γɺهແޮࢼ߹ʂ࠶ઓʂ
ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ̍ճઓԆઓ
͚çΜçͪçΌçΜ˔
ɹ̝ɹೋç
˓̖çখழʢ̎üøඵɹݻΊʣੈքͷ͏Ί͟Θ
˞͏Ί͚Μ͕ޡരͰׂؒΕʂখழ͕͚ΜʹԆΓ͔Β
ɹකΛམͱ͠ɺݻΊͰϑΥʔϧউͪʂ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ̍ճઓ
̗ɾσϒϩσΟ
˓λΠΨʔΩου
ɹ̜ɹখɹഅɹʢ̒̎ඵɹݪരݻΊʣ̮çɾçϋϯηϯ˔
˞ઌͩͬͯখழʹγϯάϧͰେྲྀ݂ʹ͍ࠐΈɺউརͨ͠Ϣμϯ
͕λΠΨʔʹഊΕΔʂ्ίϯϏɺ٬ͷظΛཪΓɺ̍ճઓഊୀʂ

ʼότϧϩΠϠϧʢ̏̍ຊউෛɺ̕ਓࢀՃʣ
˞ࣦ֨ऀແ͠ʂܾண͔ͭͣɺ࣌ؒΕҾ͖͚
ग़ऀʹٶຊ༟ïýýýðɺïýýýðɺখʹϖʔϧϫϯïýýýðɺ
μΠφεςΟïýýýðɺ̩̝̍̌̍̚ïýýýðɺޤ৯ïýýýðɺϦʔïýýýðɺ
ͬͯΜଟຎɺϠϯάϚϯïýýýð
֨ಆ୳ఁஂότϥʔπ
ʰѨࠤϲ୩ότϥʔπĽĶĳõúʙόνόνՖՇӉߦ͘ʂʙʱ
౦ژɾѨࠤϲ୩ϩϑτ̖
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔̏ʢՐʣࢼ߹։࢝øÿ࣌ʢʹऺ؍þ÷ਓʣ
ʼλοάϚον
ͬͯΜଟຎ
ɹౢç݈࢙ïότϥʔπð
˓ᖒɹफçلïότϥʔπðʢøþùüඵɹ̠ɹ̤ʣᖿઝ̩̖̜̖̞˔
˞γϟΠχϯάΟβʔυ͕ܾ·Γɺ
ɹޱϓϩϨεϥʔίϯϏɺότϥʔπʹ܉ഊୀʂ
ϥϯˑ̔ϓϩϨε
ʰग़ுϥϯˑ̔ϓϩϨεୈøεςʔδʱ
ಢɾӉٶಈԂΠϕϯτ
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔øüʢðࢼ߹։࢝øø࣌ʢʹऺ؍ø÷÷ਓʣ

ʼγϯάϧϚον
˓̜çখഅʢ̎̔ඵɹยΤϏݻΊʣক˔̮̠܉
˞ϥϯˑ̔܉ͷΤʔεখഅ͕෮׆ͷԎΛ͋͛Δ
ɹεʔύʔøýจΩοΫ͕ᖵ྾ʂ
ϥϯˑ̔ϓϩϨε
ʰग़ுϥϯˑ̔ϓϩϨεୈùεςʔδʱ
ಢɾӉٶಈԂΠϕϯτ
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔øüʢʣࢼ߹։࢝øû࣌ʢʹऺ؍ù÷÷ਓʣ
ʼγϯάϧϚον
˓̡ɾԵӋʢ̒úùඵɹମݻΊʣ୨Էç߂ࢸ˔
˞ηΫγʔċċě͔ΒϑΥʔϧʂ
ʼγϯάϧϚον
˓̨ɾ̟ాʢϑϦʔʣʢ̐üÿඵɹମݻΊʣ̙ɾϐΤϩ
ॳొͷσεɾϐΤϩɺόοΫυϩοϓͰഊୀʂ

ʼγϯάϧϚονïù÷̍ຊউෛð
˓ਅૼçݓᥒʢþùþඵɹݻָۃΊʣͬͯΜଟຎ˔
ɹïĒôċĖđĖð
˞ݻָۃΊͰΪϒΞοϓʂ

ʼγϯάϧϚον
˓̮ɾϋϯηϯʢ̓̎ඵɹମݻΊʣ̨ɾ̟ా˔ʢϑϦʔʣ
˞ϥϦΞοτ͔ΒϑΥʔϧ
ʼγϯάϧϚον
˓̜çখഅʢ̒ඵɹยΤϏݻΊʣೋνϟϯτγϩழ˔
˞øøจΩοΫͰඵࡴʂ࠷ޙখഅύϥύϥΛ൸࿐ʂ
ͭΜ͘ˁϓϩσϡʔεʰʮਅçঁͷਞʯβˑΩϥʔίϯςϯπʂʱ
౦ژɾ৽॓čĈĊČɹฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔̒ʢۚʣ
ࢼ߹։࢝øÿ࣌ú÷ʢʹऺ؍ú÷÷ਓʣ
ʼλοάϚον
̥ɾϦçΤ
ɹ২দɹणֆïϑϦʔð
˓ງా༞ඒࢠïϑϦʔðʢ̔øøඵɹମݻΊʣլçরࢠ˔
˞լরࢠɺରঁࢠϓϩϨεϥʔղېʂϓϦϚɺঁࢠϓϩ
ϨεϥʔͱॳରܾʂງాͷνϣʔΫεϥϜ͔ΒլɺϑΥʔϧෛ͚ʂ
̙̙̩ʰ̙̙̩ϏΞΨʔσϯϓϩϨεʱ
౦ژɾ৽øĺĻçęĐĕĎɹฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔̓ʢʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌ʢʹऺ؍ü÷÷ਓʣ
ʼλοάϚονɹ
ͬͯΜଟຎ
ඒ݄႒Ի˔ïċċěð
˓খּݪïϑϦʔðʢøùúûඵɺยΤϏݻΊʣౡຊफ܆ïϑϦʔð
˞إ໘ऽΓ͔ΒϑΥʔϧʂ
֨ಆ୳ఁஂότϥʔπʰότϥʔπîø÷ɾÿɾÿʱ
࡛ۄɾĐĚĈĔĐϨοεϧಆؗçฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔̔ʢʣ
ࢼ߹։࢝øþ࣌ú÷ʢʹऺ؍ø÷÷ਓʣ
ʼγϯάϧϚον
˓ᖿઝěĈĎĈĐʢ̐ûÿඵɹͻ͗͠ݻࣈेٯΊʣౢç݈࢙˔ïότϥʔπð
˞ͷऔΓ߹͍Λ੍ͨ͠ʂ
̒̒̒ʰýýýĽĶĳõúýʱ
౦ژɾ৽̍͂̓ɹ̧̞̣̜
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔øûʢʣࢼ߹։࢝࣌ʢʹऺ؍ýýýਓຬһʣ
ʼϩΠϠϧϥϯϒϧʢ̔ਓࢀՃʣ
ʬܾউઓʭ˓̠̒̒̒ʢ̐ûøඵɺยΤϏݻΊʣ།զ˔
˞ϑοτελϯϓ͔ΒϑΥʔϧʂ
ࢀՃબखʹͨݟ͕ɺͬͯΜଟຎɺ།զïϑϦʔðɺઌഐïýýýðɺ
̠̒̒̒ïýýýðɺԕ౻Ϛϝïýýýðɺԁ՚ïϑϦʔðɺࠤïࠃࡍϓϩϨεėð

ͨݟ͕
ϦϯάΞϯαʔ

ϦϯάΨʔϧ

ççççççɻ
ޱϓϩϨε্ҕһձ

ࡾౡΏ͔Γ

ĒĈĐČĕěĈĐôċĖđĖʰčęĐċĈĠЊĕĐĎďěʱઍ༿ɾĉĳļĬçčİĬĳī
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓ú÷ʢۚʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌ʢʹऺ؍ø÷÷ਓʣ

ʼγϯάϧϚον
˓̜çখഅʢ̒øýඵɹยΤϏݻΊʣ̗ɾϒϩσΟʔ˔
˞ϒϧʔβʔɾσϒϩσΟͱผਓͷϒϨβʔɾϒϩσΟʔΛ
ɹεʔύʔøýจΩοΫͰԼ͠ɺϑΥʔϧʂ

দඌΞτϜલग़ॴ

άϨϓϩϑΟφʔϨ̬̖̮̑λοάϚονʢý÷̍ຊউෛʣ
˓ďçčçܡϠεώϩđĹïάϨϓϩð
ͬͯΜଟຎ˔
ɹߴࢠïΨοπ̬ðʢøúøúඵɺσϯδϟϥεɾυϥΰϯεϦʔύʔʣͨݟ͕
˞σϯδϟϥεɾυϥΰϯεϦʔύʔͰͬͯΜແ೦ͷΪϒΞοϓʂ
Γখʹϖʔϧϫϯïýýýðˍޤ৯ïýýýðɺυϯɾ͚ͨΉΒ͜͏͍ͪïάϨϓϩð
ˍ̜ੴౡïΨοπ̬ðɺᖒफلïότϥʔπðˍࠤïࠃࡍϓϩϨε̥ð

Τʔϧڮຊ ΧζϛϑΝΠϒ ϢϯϘ҆౻
ϨϑΣϦʔ

അӽࢠ

άϨʔτϓϩϨεϦϯάʰάϨϓϩčİĵĨĳʱ
౦ژɾ৽̍͂̓ɹ̧̞̣̜çฏùùʢù÷ø÷ð݄̓ùĀïʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌øüʢʹऺ؍ú÷÷ਓʣ

ղɹઆ

ͽΜΆΜͣủ࠷ߴỨຊ

ʼ࣍ظĊĔēēೝఆĒĖôċλοάબखݖઓऀܾఆઓ
উͪൈ͖ઓΨϯτϨοτϚον̎ճઓʢ࣌ؒແ੍̍ݶຊউෛʣ
̢ࡔҪ˔ïċċěð
˓҆෦çߦ༸ïċċěð
ɹେçɹಁïϑϦʔðʢ̎̑ඵɹยΤϏݻΊʣ̝ɹೋɹ
˞ԡ͑͞ࠐΜͰϑΥʔϧʂ

࣮ɹگ

ղçઆ

νΩϯྛ

ʼγϯάϧϚον
˓ࡾ͕ޫʢ̑ûþඵɹͨݟ͕ݪരݻΊʣೋνϟϯτγϩழ˔
˞ͨݟ͕δϟʔϚϯεʔϓϨοΫε͕ܾ·ͬͨʂ

ʼ࣍ظĊĔēēೝఆĒĖôċλοάબखݖઓऀܾఆઓ
ɹউͪൈ͖ઓΨϯτϨοτϚον̍ճઓʢ࣌ؒແ੍̍ݶຊউෛʣ
দӬçஐޫ˔ïċċěð
ɹ̢ࡔҪïċċěð
˓̝ɹೋɹʢ̑üøඵɹटݻΊʣݟçޒɹïࠃࡍϓϩϨεėð
˞ݟɺࢼ߹։࢝ͯؒ͠ʹ߹Θͣɺ܉ݽฃಆͷদӬ͕ΪϒΞοϓͨ࣌͠ʹ
͕ݟϦϯάΠϯʂೋɺΞϯΫϧϗʔϧυͰϓϩϨεϥʔ͔Βউརʂ

ʲϦϯάαΠυհʳ

ʼγϯάϧϚον
˓̜çখഅʢ̒øýඵɹยΤϏݻΊʣক˔̮̠܉
˞খഅ͕εʔύʔøýจΩοΫ͔ΒϑΥʔϧʂ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ४ܾউ
λΠΨʔΩου˔
˓լçɹরçࢠ
ɹͨݟ͕ʢ̓̏ඵɹͯΔͯΔݪരݻΊʣ̜ɹখɹഅɹ
˞খഅ·͔͞ͷഊୀʂܾউઓʹͨݟ͕ˍլ͕ਐग़ͨ͠ʂ

̙̙̩ϓϩϨε
ʰ྆ࠃϐʔλʔύϯù÷ø÷çʙՆٳΈç͋͋ՆٳΈçՆٳΈʙʱ
౦ژɾ྆ࠃࠃٕؗɹฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̓ùþʢՐʣ
ࢼ߹։࢝øý࣌ʢʹऺ؍ÿÿ÷÷ਓຬһʣ

ʼ࣌ؒࠩότϧϩΠϠϧ
ʻܾউઓʼ
˓͖͋ʢø÷üÿඵɹยΤϏݻΊʣ̨ɾ̛ɾΩου˔
ʢϑϦʔʣɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢոح܉ʣ
˞༏উঁࢠϓϩϨεͷ͖͋ʂϑΟογϟʔϚϯζόελʔ͔ΒϑΥʔϧʂ
ʬୀॱʭಁ໌ਓؒăùąɺόΧϘϯͷύύăਅɾԼொĄúąɺԼொͷϒ
ϧʔεɾϨΠăਅɾԼொĄøąɺεʔύʔɾδΣΠιϯɾΩουăոح
܉Ąýąɺͨݟ͕ăûąɺϚβʔɾίϯάăþąɺεʔύʔɾϑϨ
σΟɾΩουăոح܉Ąüąɺ͖͋ăϑϦʔĄÿĄ༏উą

ʼγϯάϧϚον
˓̨ɾ̟ాʢϑϦʔʣʢ̐øüඵɹମݻΊʣऄɹঁ˔
˞νϣϯϘా͔ΒαϚʔɾδϟϯϘాʹվ໊ʂ
ɹδϟϯϐϯάχʔΞλοΫ͔ΒϑΥʔϧʂ

ϥϯˑ̔ϓϩϨεʰେڵײͷ܈അΰʔετେձʱ
܈അɾ༢ָ܊େઘொϨετϥϯíόʔ̨̜̝̤̩
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔øüʢʣࢼ߹։࢝øþ࣌ʢʹऺ؍ý÷ਓຬһʣ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓܾউઓ
˓̝ɹೋɹ
լçɹরçࢠ
ɹ̖ɹখழʢøùøĀඵɹยΤϏݻΊʣͨݟ͕˔
˞ϥϦΞοτ͔ΒϑΥʔϧʂখழˍೋɺࢮ֯ͳ͠ͷউ༏উʂ

εʔύʔ̢̛̬ʰεʔύʔčĔĞ৽େձʱ
౦ژɾ৽̍͂̓ɹ̧̞̣̜çฏùùïù÷ø÷ð݄̔ù÷ïۚʣ
ࢼ߹։࢝øĀ࣌ʢʹऺ؍ú÷÷ਓʣ

ʼγϯάϧϚον
˓ϒλϥΠΦϯʢ̒üÿඵɹମݻΊʣࡾ͕ޫ˔
˞νΣʔϯϥϦΞοτ͔ΒϑΥʔϧʂ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ४ܾউ
ɹ̝ɹೋɹ
̡ɾϠϯά˔
˓̖ɹখழʢ̑ü÷ඵɹკݻΊʣ̙ɾΫαΠ
˞খკݻΊͱͻ·Μ͡ݻΊͷڞԋͰܾউઓਐग़ʂ

ʼ̒ਓλοάϛϡʔδΧϧσεϚον
ɹӹೋ
̡ɾιϯά
ɹ̖ɹڮɹຊ
̡ɾϓϦϯ
˓भɹখྗʢ̑ûýඵɹମݻΊʣ̡ɾϩʔζ˔
˞খྗɺϛϡʔδΧϧϚονॳొʂԆϥϦΞοτ͔Β
ϑΥʔϧʂ̒ਓλοάτʔφϝϯτͷ༏উ͔Βઇৱউརʂ

ʼγϯάϧϚον
˓̖çখழʢ̍ø÷ඵɹΞόϥંΓʣσϏςπϠ˔
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹïϫγϠϓϩϞʔγϣϯð
˞Τϯλͷਆ༷Ͱ׆༂͍ͯͨ͠ίϝϩςπϠ͕ͳΜͱழϞϊϚωͰ
খழʹઓද໌ʂখழίϒϥπΠετͰѹউςπϠͷழ
य़Ұ൪ࣅͰΓ্͕ͬͨʂ

Ψϥྛ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ̍ճઓ
ͬͯΜଟຎ˔
˓լçɹরçࢠ
ɹͨݟ͕ʢ̒ûøඵɹͯΔͯΔݪരݻΊʣᖿઝ̩̖̜̖̞
˞ͨݟ͕ͷ̬ελϯϓ͔Βͷඞࡴٕͷํఔ͕ࣜʂ

̒̒̒ʰϠϯάϓϩϨεîø÷ɾÿɾøʱ
࡛ۄɾĐĚĈĔĐϨοεϧಆؗɹฏùùʢù÷ø÷ð݄̔̍ïʣ
ࢼ߹։࢝øÿ࣌ʢʹऺ؍ýýýਓʣ

ʼγϯάϧϚον
˓̖çখழʢ̏ûÿඵɹɹ̩̠̤ʣߥç˔
˞ޱυΞͰ׆༂͍ͯͨ͠ߥٱʑͷ෮׆ʂ
ϚδγϟϯͷߥϋϯΧνΛ͛ͯന͍ോͱୀʂ

ϙồΫྛ

ʼޱϓϩϨε̙̖̮̍λοάτʔφϝϯτઓ̍ճઓ
̙çԾç໘
ɹ̡ɾϠϯά
˓̙ɾΫαΠʢ̒øþඵɹମݻΊʣࡾฏʷ̎˔
˞ࠎࠎંͰܽͷͬͪ͡ΌΜ͕ཚೖʂυϯ͕ίʔφʔ
ϙετ࠷্ஈ͔ΒμΠϏϯάϘσΟϓϨεͰࡾฏѹࢮʂ

ʼλοάϚον
ɹۙ౻çଂਓïϑϦʔð
ౢ݈࢙˔ïότϥʔπð
˓Өࢁçಓ༤ï̙̥̚ðʢøûûüඵɹମݻΊʣᖿɹઝç̩ç̖ç̜ç̖ç̞
˞ϋΠΩοΫ͔ΒϑΥʔϧʂ

ՎܳເऀʰՎܳເऀγϣʔλΠϜୈࡾ෦îø÷ɾÿɾøýʱ
ҵɾӜͷ·ͶډञՎܳເऀ
ฏùùʢù÷ø÷ʣ݄̔øýʢ݄ʣࢼ߹։࢝ùù࣌ú÷ʢʹऺ؍ù÷ਓʣ

˞͓ͼ
ͳ͓ɺ݄̔̐ͷϥϯˑ̔ϓϩϨεࢁܗେձɺ̐ɾ̑໘
࣍߸ʹࡌܝக͠·͢ɻظ͍͓ͯͨ͠٬༷େมਃ͠༁͋Γ·ͤΜɻ

【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。
三平、倉富『週刊少年チャンピオン』！

三平、見た目が、芝居！

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！
７/16に放送したフジテレビ系『グルマンズテーブル＜金キラ☆ナイ
！
ト＞』に二郎、小猪木、焙煎、じっちゃん、倉富、ばってん、ぽっぽ、 現在、エール橋本とユンボ安藤が参戦中！
松尾が出演した！田上明が作る三沢光晴が愛したチャンコ鍋を12万円で
落札！二郎曰く「今までプロレスから貰ったものが大きいからこれも
恩返し」と名言！
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!!

９・２７（火）～１０・３（日）下北沢・シアター７１１
演劇「レヴュー・スケッチ集」
１９時開演／３（日）以外の全日
１４時開演／３０(水)、２(土)、３(日)
出演／三平×２、見た目が邦彦、松橋登、得丸伸二(文学座)、
狩野謙、原啓一、川光俊哉、辰巳次郎、阿部百合子(俳優座)、
沢柳廸子、田中紀久子、荒井ゆ美、藤川恵梨(ＮＬＴ)、
森島朋美、及川幸子、片山美穂、藤川千尋
http://www.halfmoon-jp.com/

7月19日(月)、東京サマーランドの新しいウォータースライダー「タワ
ーズロック」お披露目イベントへ小猪木が出演!挑戦した模様がUstream
でも配信！また、TOKYO FMでも生放送された!
小猪木がアントニオ猪木について取材コメント！並びに猪
http://www.ustream.tv/recorded/8369845
木の姪、ファニー猪木も初取材！猪木ファミリーや関係者
が続々登場!?
『アントニオ猪木 G SPIRITS SPECIAL EDITION vol.1』
■価格 定価1300円(税込)
毎週火曜日24～26時にスカイパーフェクＴＶ275チャンネル『ＥＸ ■発売日 ９月８日(水)乞うご期待！
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 22日神無月、8月13
日レイザーラモンＲＧ、ビーグル３８、ザ・アンモナイト、ワンワン
週刊プロレスNo1535とNo1537の「プロレス大好き芸人が綴
ニャンニャン、高円寺パルサー、カブトムシ、安田大サーカス、
るプロレス大好きコラム！ハチミツ二郎のプロレスばっか
8月24日ビーグル38）などなど盛り沢山の内容！
り見てたら芸人になっちゃいました」が隔週連載中！並び

第7回お笑い「ピンダイナマイト」ピンネタライブ
9月27日(月）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:当日のみ1000円
出演：カールぼっち(ミスターぽっぽ)他

二郎ら、フジ『グルマンズテーブル』出演!

佐々木孫悟空、レギュラー雑誌！

小猪木、TOKYO FM&Ustream！

小猪木、Ｇスピリッツ！

西プロ、スカパー２時間絶賛放送中！

二郎、週刊プロレス！

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！
ぜひ皆さん、近くにお立ち寄りの際 はスタジオにお立ち
寄りください！ロッテリアの店内でモニタを見つつお食事
もできますよ！
『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(エール＆ユンボ)
▼13時～14時台 東京ペールワン(エール＆ユンボ)＆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『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 』

にＤＤＴ両国国技館大会の模様がNo1537号に掲載された！

T R I B E L A T E！
キック、総合格闘技イベントTRIBELATEにお約束の西口
プロレス登場！最近、TRIBELATEで名勝負を残している！
今回のカードは如何に!?
9月25日(土) ロビー開場17:30 開始18:00
会場：新宿FACE
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
※ドリンク別、当日券は+1,000円
お客様お問合せ先 03-3987-2055（株式会社TRIBELATE）

見た目が＆ばってん、嵐自主興行
見た目が邦彦＆ばってん多摩川が嵐の自主興行に参戦！
なお今大会はあしなが募金のチャリティープロレスとなる。
■9月5日(日) 19時試合開始 新木場１stRING
▼見た目が邦彦＆ばってん多摩川VSキラ☆アン
▼嵐＆宮本和志＆相島勇人VS長井満也＆関本大介＆不動力也
▼ヒロ斎藤＆ＸVS青柳政司＆死神
▼ＮＯＳＡＷＡ論外＆ＦＵＪＩＴＡVS藤田峰雄＆小幡優作
▼金村キンタローVS安田忠夫 ▼小坂井寛VS西村賢吾
■チケット情報特別席7000円、指定席7000円

見た目が＆ばってん、蟹☆KING自主興行

真・下町プロレスで活躍中の蟹☆KINGが地元長野で自主興行を開催！
西口プロレスからは見た目が邦彦とばってん多摩川が参戦！
9月23日(祝・木) 14時試合開始予定
長野市・信州プロレスアリーナ
『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！ 全席3000円
まんが喫茶ゲラゲラより配信！毎週水曜日22時～23時放送！
小学生以下100円
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

松尾、
『ゲラゲラ配信』
！

ばってん、スタンリー１！

佐野直が自主興行「スタンリー１」を開催！ばってん多摩川が参戦！
9月27日(月) 18:30開場/19:00開始 新木場１stRING 全席3500円
◆主なカード
ＦＭ白石『尻ミッターフジオのラジプリ』におなじみレギュ ◎佐野直VSタイガースマスク ◎翔太VS菊地毅
ラーコーナー「アントニオ小猪木の小元気ですか～っ!?」の ※参戦予定選手＝ばってん多摩川、グラン浜田、ＧＥＮＴＡＲＯ、
ゲストに7/20世界のうめざわ、7/27かわい瞳(モデル)、
葛西純、シーサー王、長瀬館長、澤宗紀、矢野啓太、三州ツバ吉、
8/3千里さと美(タレント)、8/10ファニー猪木、
千葉智紹、ペドロ高石、Mr.マジック、ＴＨＥ１０１、ケン・片谷、
8/17夏美れい(ダンサー)が出演した！
ＺＩＰＡＮＧＵ、ブルーアーマーTAKUYA
毎週火曜夜10～11時絶 賛生放送中！
■チケット情報 全席自由3500円、小中学生1000円 ※当日は各500円増
インターネットでも聴けます！

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！

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」

東京ダイナマイトＤＶＤ！
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。

ラブセクシー・ファミリー単独ライブ！
■ラブセクシー・ファミリー単独ライブ！
ラブセクシー・ファミリー単独LIVE『家族愛』
2010.9/10(金)～11(土)全3公演
9/10(金)開場19:00開演19:30
9/11(土)開場13:30開演14:00／開場18:00開演18:30
会場：しもきた空間リバティ(東京都世田谷区北沢2-11-3 イサミヤビル4F)
料金3000円
出演：ラブセクシー・ローズ、ラブセクシー・乙羽屋、
ラブセクシー・ヤング
ご予約：西口プロレス事務局03-5308-1231

ぽっぽ主催「ピンダイナマイト」
！

東京ペールワン、昭和のお笑い！
『ちょっと昭和なヤングたち29』9月7日（火）
開場18：30/開演19：00
会場 渋谷ティーズアカデミー
http://www.ts-academy.co.jp/html/map.html 料金1000円
お問い合わせ 山中企画 03-6712-0089
出演：東京ペールワン(エール、ユンボ)
その他、昭和系若手芸人たち

西口寄席！
8月の優勝は「東京ペールワン（エール＆ユンボ）」！でした。
■日時:9月11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）
■9月11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.172
■日時：9月22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

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！
８・22『アントニオ小猪木三十代最後の39歳誕生日会』は
各猪木酒場の各店舗にパーティーの様子を同時生中継された！

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！！

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)

【西口激闘ダイジェストⅢ】

二郎がなんと両国国技館のリングに立った。昨年の前田日明主催アウトサイダー両国大会で小猪木が入場したが、試合をす
るのは二郎が初。西口タッグＴ優勝（関連１，２面）、元メロン記念日の斉藤瞳との入籍で話題の渦中にいる二郎。今回の試合
で勝ち進めば新日本プロレスの中西学との激突、そしてＫＯ－Ｄタッグ王座獲得と青写真が出来上がったが、結果は如何に!?
昨夏もメキシコで試合をし、プロレスライセンスも取得した二郎。今回も何か爪痕を残すはずだ（カメラ：スポナビ）。

二郎、両国国技館に立つ！ 二郎無念！惜しくも２回戦敗退！
▲ 鶴見(上)がリン

７・２７両国大会《ＤＤＴ》

グに着く頃には二 ＞KO-Dタッグ挑戦者決定戦1回戦
郎が松永(右下)か
マッスル(DDT) 松永智光●(DDT)
らギブアップ勝ち！ ○二
郎ＶＳ鶴
見 (国際)
西口プロレス１ＤＡＹタッグトーナメントを小猪木と組んで優勝し
た二郎（関連１，２面）が５日後にＤＤＴプロレスの両国国技館大
会のリングに立った。両国国技館と言えば、日本一の相撲アリーナ。
ここで数々のプロレスの名勝負を残し、誰もが憧れる舞台だ。今回は
マッスル坂井（ＤＤＴ）とのタッグで次期ＣＭＬＬ認定ＫＯ－Ｄタッ
グ選手権挑戦者組決定戦勝ち抜き戦ガントレットタッグマッチに挑
む。二郎は５月西口ＤＸで同王座に挑戦したが、再びチャンスが
回ってくるとは思わなかっただろう。１回戦の相手は鶴見五郎（国際
プロレスプロモーション）＆松永智光（DDT）組。昭和の大ベテラン
鶴見が鍵を握ると思われる試合だったが、鶴見が試合に遅れ、松永
が孤軍奮闘。マッスルと松永を痛ぶる。ようやく鶴見がリングに入った
ところ、二郎のアンクルホールドに松永がギブアップ。プロレスラーか
らギブアップ勝ちを奪った二郎はラッキーな２回戦進出を決めた。こ
の勝ち残りガントレットマッチを制することはできるか期待したい。

７・２７両国大会《ＤＤＴ》
＞KO-Dタッグ挑戦者決定戦2回戦
○安 部(DDT)
マッスル(DDT)●
大 鷲(フリー)ＶＳ二
郎
次期ＣＭＬＬ認ＫＯ－Ｄタッグ選手権挑戦
者組決定戦勝ち抜き戦ガントレットタッグマッチ
１回戦を突破した二郎＆マッスル坂井（ＤＤＴ）
組。このルールは次々と勝ち抜き戦で勝ち進まな
ければならない勝ち残りガントレットマッチ。二郎
の目標は勿論、同王座獲得だが、４回戦の中西
学（新日本プロレス）＆ポイズン澤田ＪＵＬＩＥ
▲二郎(左)はルチャ経験のある大鷲(右)と互角の闘い （ＤＤＴ）組との激突もクリアしなければならな
い。中西との試合も夢のような話だったが、この
１，２回戦の連戦はハードだった。まして二郎は５日前にも西口タッグトーナメントで３試合を敢行して優勝（関
連１，２面）。体の疲れも抜き切れていない。２回戦の相手は大鷲透（フリー）＆安部行洋（DDT）組だ。二郎と
大鷲の巨漢同士のメキシコ殺法のルチャリブレムーブに会場を沸かせたが、坂井が新人安部にまさかの丸め
込みで敗退。二郎の真夏の夢も終わったが、この一週間後に元メロン記念日の斉藤瞳と入籍を発表し、話題
を途切れさせることのない二郎であった。

西口プロレス～真夏の１DAYシングルトーナメント～
西口プロレス 2010.8.31 (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。
小猪木
二郎

真夏の１DAYタッグトーナメント結果表

優 勝
焙煎
賀川 ユダン
小馬場 小猪木 けんちゃん ヤング D 仮面
ばってん 見た目が デブロディ タイガー 二郎
世界
ドン
三平
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

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！

各種保険適用で安心価格！気軽にリフレッシュ！

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。

