焙煎の側頭部をとらえる

▲

娯楽の殿堂
西スポ

西口スポーツ

▲焙煎の関節技地獄に
見た目がは大ピンチ

二人は時代を
切り開けるかが課題！

▲見た目がは焙煎の足をとらえ、 ▲あわやギブアップかと思われた焙煎の三角絞め
ドラゴンスクリューで場外に落とす

優勝した焙煎！見た目がはあと一歩であった
▲

8・31新宿大会
＞1DAYシングルトーナメント優勝戦
○焙 煎 ＶＳ 見た目が●
※焙煎TAGAIが優勝！

焙煎シングル
トーナメント優勝！

西口プロレス真夏の１ＤＡＹシングルトーナ
メント戦決勝戦。予想を反して焙煎ＴＡＧＡＩ
と見た目が邦彦が勝ち上がってきた。
小力に勝っ
た小馬場を準決勝で下した焙煎。
内容では小馬
場に押されていたが、焙煎はラッキーな勝ちを
拾った。かたや見た目がは小猪木をシングルで初
勝利。
聞こえはいいが、小猪木のロープブレイクが
認められずの不透明決着での決勝進出。
不完全
燃焼の焙煎と不透明決着の見た目が︵関連２面
︶。
両者はこの決勝戦で全てをぶつけ合い、何とし
ても決勝戦に相応しい試合をしなければならな
い。
西プロも創立９年半。
決勝に残る二人も旗揚
げ戦士でないものの、
キャリア９年を誇る。
西口
マットでもチャンスがなかった訳ではない。だが今
が顔面ドロップキック
左︶
に見た目が︵
右︶
エプロン上の焙煎︵
▲
回は二人の晴れ舞台にしなければならない。
試
合は両者、
バトルロイヤルを含めた４試合を消化
している。
さすがはプロレス団体で活躍する二人。
スタミナは立派だった。
試合は見た目がから仕掛
けるも体重差のせいか、先手を取れずに焙煎がパ
ワーで押し込む。見た目がは空中弾や場外戦に
誘うもやはりパワーに苦戦。
体重の階級の違いが
露呈された。だが焙煎の技の粗さに見た目がも
エクスプロイダーで反撃開始。
焙煎は首を痛打。
ここで焙煎は重いビンタ、重いキック、原爆固めで
勝負に出る。
会場は見た目がコール。見た目がの
セコンドには西口ジュニアの戦友ＫＩＤと賀川が
就いていた。
焙煎は再び原爆固め。
見た目がはカ
ウント２で返す。
見た目がも粘り、再三再四、
飛
龍原爆固めを狙うが、焙煎はこれだけは喰らう
まいと踏ん張る。見た目がは、先手を取れなかっ
た焦りか、
決定打がないのに大技をいきなり出そ
うとするのは無謀だった。
終盤、
焙煎は重いキック
の連打からの逆十字固めで焙煎が勝利。焙煎が
優勝を果たした。振り返ると圧勝だった焙煎。客
の支持も見た目がにあったようだが、
先手を取れ
なかった見た目がの作戦ミスも大きい。
実に反省
点の多い決勝戦であった。
キャリアを考えるとも
う彼らの経験と言ってる場合ではない。二人は更
に上を目指さなければならない。大事なのは今
回の優勝をきっかけにこれからいい試合をするこ
と。
１回の名勝負ではない。
１００回の好勝負だ。
見た目がの奥の手ドラゴンスープレックスは不発に終わる 安定したファイトの上、
客に表現して感情移入
させてこそメインエベンターだ。
焙煎も試合後、西
口ヘビー級王座３年４ヶ月保持しているローズ、
そしてエースの小力、
小猪木に挑戦表明。この宣
戦布告が西口プロレスの革命の夜明けになるこ
とに期待したい。
焙煎、
見た目がに大注目だ。

▲焙煎の重爆キックが見た目がの顔面にクリーンヒット ▲見た目がはエクスプロイダーで反撃開始 ▲見た目がのジャンピングキックが

万事休すかと思われた焙煎のジャーマンスープレックス
▲

▲最後は腕ひしぎ逆十字固めで腕もろとも
見た目がの心も折った焙煎が勝利

10月号
口プロレス真夏の１ＤＡＹトーナメント戦のシングル編が行われた。６月に６人タッグ、７月にタッグのトーナメントが行われたが、やは
りシングル戦も熱かった。この夏、小力が１回戦敗退、小猪木、小馬場も２回戦敗退等とあったが、決勝は焙煎と見た目がのインディープロ
レスで活躍する二人が勝ち上がった。二人は時代の風穴を新たに開けることができるのか!?（８月新宿大会 カメラ：末岡佳一郎）。

2010年

ローズ、小力、小猪木に挑戦表明！
見た目がは準優勝！
西

残
念

10・25 西口DXプロレス Megaton10～先生のいない文化祭～

■日時：10月25日(月) 18:30開場 19:30試合開始 ■場所：渋谷O-EAST ■料金：VIP席5000円 指定席4000円
■問合せ先 西口プロレス事務局：03-5308-1231 ■チケットぴあ ： 0570-02-9999 ■Pコード ： 817-280 ※当日500円アップ
立見席3000円
１ドリンク制

10・3 ばってんK-DOJO千葉大会
10・9 グラジエーター小猪木vsハム・ソヒ異種格闘技戦
10・13 西口ドア阿佐ヶ谷大会
10・16 HERO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

小馬場（左）と小力（右）は
だるまさんが転んだとばかりに ＞シングルトーナメント１回戦
独自の間合いをリング上で展開！ ○小馬場ＶＳ小 力●

！

▲

実体験か 焙煎︵
右︶
の
ストーカー式チョップ

▲

▲

▲

！

▲

股間うちで失神する小馬場︵
左︶
だったが、
小馬場コールでなんと
か蘇生

！

小猪木はこのトーナメント戦で力の差を見せようと優勝を狙う。相手は見た
目が邦彦。過去に小猪木がシングルでは全勝している。いくらインディープロレス団
体に出ていても藤原喜明や天龍源一郎らと闘い、実績を残している小猪木と比べ
ると力の差は歴然だ。ただ、見た目がにも高い壁を越えてもらいたいと思う小猪
木の気持ちとまだまだ時代は渡さないという二つの心境も伝わる。小猪木の怒り
は半端なかった。突然の場外戦やラフ殺法に見た目がもペースを掴めない。だが、
見た目がもエクスプロイダーとフットスタンプは決めてやろうという意地は感じ
た。大技狙いは隙が出るから危ない。だが、試合で勝つより自分の技を披露しよう
と必死だ。見た目がもようやくエクスプロイダーとフットスタンプを決めたところ、
カバーに入る見た目がに対し、小猪木は余裕のロープブレイク。たが、新人レフェリ
ー・チキン林は見た目がの背中で死角になっている小猪木の手がロープに届いてる
のが見えておらず、カウント３。威厳あるレフェリーを目指しているチキン林は小
猪木の抗議も覆らず、小猪木は大暴走。止めに入る若手やサブレフェリーまでも
蹴散らし騒然。見た目がの決勝進出が決まった。不透明決着に不穏な空気が立
ち込める中、小力がこの試合を見て激怒。この決着はリングでつけて欲しい。見た
目がも小猪木からシングル初勝利も祝福のない勝利であったが、とりあえず同ト
ーナメントで優勝し、小猪木や小力の挑戦を受けて立つ立場になって欲しい。

見た目が︵
右︶
も感情むき出しで
小猪木に頭突きをぶち込む！

▲

▲

小猪木のロープブレイクが見えずに、見た目がの勝利に終わったが、
小猪木は
チキン林レフェリー︵
右︶
の裁定に納得がいかず大暴れ！不透明決着に終わる！

↓

小猪木︵左︶はローキックで
非情な攻めを見せる

▲

低いながら小馬場︵
左︶
の
文ロケット砲が炸裂

８・３１新宿大会
小猪木(右)もトーナ
＞シングルトーナメント準決勝
メントにかける熱い
思いはかわらなかった！ ○見た目がＶＳ小猪木●

▲見た目が(左)も

！

嘔吐ロックという下品な技を
披露する焙煎

小力を下した小馬場は、第一難関を突破。恐らく小馬場の青写真は準決勝で焙煎
を下し、決勝では小猪木に勝ち、優勝を狙うというものだろう。まして小馬場は西口
のシングル王座や優勝の肩書がない。同トーナメントで小力、小猪木を倒し、シングル
初載冠と新エースとして勝ちたいところだ。西口とラン☆８プロレスのエースを狙う。
試合は大技重視の焙煎に対し、小技が充実している小馬場が試合をリード。小馬場の
技のリズムに観客が乗り、その観客の声援に小馬場も乗る。焙煎も後半反撃開始。だ
が、スペースブルドーザーも敢行したが、動きがスローな小馬場には通用しなかった。小
馬場の必殺スーパー十六文キックの時間がやってきた。誰もが小馬場の勝利を確信し
た瞬間、またも焙煎はレフェリーに手を出し、チキン林をハンマースルー。誤爆させるダ
ーティーファイトでペースを狂わせた。１回戦もそうだった︵関連３面︶。最後はチキン
に気遣う小馬場の背後からさざなみブルドーザーで強引に押さえ込み、焙煎が勝利
した。小馬場も小力戦での死闘の疲れが終盤に出てしまったか、決勝は小馬場ファンの
期待を裏切って焙煎の決勝進出が決定した。焙煎もシングルタイトル初載冠を狙う。

▲最後は焙煎（左）

！
！

シングルトーナメント戦１回戦で、アントニオ小猪木対世界のうめざわの試合が行
われた。二人は西口タッグ王座最多連続防衛記録を持っているコンビ。組んでよし、闘っ
てよしの二人だ。試合はベテランらしい二人の駆け引きや一挙手一投足が吸い込まれ
る。最近、元気のなかった世界は小猪木とのシングル戦に再燃したか、今回の闘志が違っ
た。何故か、絶対的に自信があったように見えたのが世界の方だった。それが試合の中
でも表れた。世界の積極的な攻め、スタミナを奪うロープに振る攻撃、そして技の畳み
掛け…。だが、小猪木も切り替えして脱出したり…。見応えある攻防の終盤、世界が
勝負に出たラリアットを連発させた。小猪木は３発目を交わしての逆さ押さえ込みで
逆転勝利。試合後、いつもは荒れ狂う世界も小猪木との名勝負に久々に満足したのか
握手をした。小猪木曰く﹁最後に世界の必殺・稲妻レッグラリアットを喰らっていたら負
けていた﹂。負けた世界も﹁今回の決勝よりもいい試合だったろう？久々に燃えた﹂と、そ
れだけ充実したファイトだったのが伝わる。１回戦で敗退しても、また次回から世界の
名インサイドワークが復活しそうだ。また西口ヘビー級王座に返り咲いて欲しい。

西口名勝負数え唄がまたも
生まれた！リング上は昭和の ＞シングルトーナメント１回戦
○小猪木ＶＳ世 界●
プロレスがよみがえる！

小猪木︵
下︶
の弓矢固めで世界
︵
上︶
は苦悶の表情を見せる
世界︵左︶は監獄固めをやりつつ
モンゴリアンチョップを小猪木︵右︶に叩き込む

の必殺ブルトーザー！ ８・３１新宿大会
小馬場（右）は二回戦 ＞シングルトーナメント準決勝
で惜しくも敗退した！ ○焙 煎ＶＳ小馬場●

▲小馬場（右）必殺スーパー16文キックがレフェリーに誤爆！試合の分かれ目となった

８・３１新宿大会

▲

世界︵
左︶
はここぞの時に出す
腕ひしぎ逆十字固めで攻める

!?

８・３１新宿大会

▲

７月のタッグトーナメントには不参加だった長州小力。その思いを西口１ＤＡＹシン
グルトーナメント戦にぶつけた。相手はジャイアント小馬場。過去に一度も負けたことが
ない相手だ。小馬場の遅さを小バカにするかのような小力の挑発行為に小馬場は我慢
をする。今までは攻めに行くとカウンターでラリアットなどを喰らってしまう。小馬場
も小猪木との各地での試合や、最近力を入れてるラン☆８プロレスで試合をかなりやっ
ており、強くなった小馬場も見せ付けたい。見応えあったシーンは小力がリング下からイ
スを投入すると、小馬場はリングの下に落としてしまう。このやり取りが絶妙で過去に
コントをやっていた経験から、滲み出る絶妙な間が最高だった。小力が勝負に出た。ラリ
アット２連発からバックドロップを敢行。その瞬間、小馬場が待ってましたとばかりに浴
びせ倒し。不意を突かれた小力はまさかのカウント３で敗退。恐らく小馬場はこのタイ
ミングを待っていたのだろう。小馬場はなんと小力から初勝利。大きな白星をゲットし
た。二人は出会ってから 年。西口創立の約倍だ。二人の闘いはその出会って 年分の、
イヤもっと濃厚な誰もが真似できない世界間に包まれた試合で同トーナメントでイン
パクトを残した。小馬場にとって忘れられない夜だろう。優勝に一気に近づいた。

▲
▲小力の必殺ラリアットで小馬場大ピンチ！

17

小力は小馬場の首筋に全体重をのせ、
エルボーを叩き込む！

▲
最後は小力︵下︶の２発目のバックドロップ
をうまく切り返した小馬場︵上︶が勝利！

エプロン上でブレーンバスター合戦！
なぜか世界のパンツはずれていた！

22

17

反則のイスを取り合う二人

▲

▲

▲

▲

超肉弾１回戦、焙煎

！
！

！

！
ラブセクシーメモリアルスペシャルマッチ

！

！
！

三平、ＫＩＤ、賀川屈辱敗退

トーナメント敗退者たちの意地の名勝負 ８人勝ち残りバトルロイヤル

祝☆芸能生活ローズ30周年、乙羽屋25周年、ヤング10周年！

トーナメント出場予選バトルロイヤルに失格した８人が８人タッグマッ
チに出場をした。先発はＫＩＤとばってん多摩川。二人のプロレスは手の
内が合い、軽快に進む。恐らく二人も闘ってて気持ちがよいに違いない。新
ライバルを発見しあっただろう。一騎打ちも見たいものだ。次に出てきた
のは倉富益二郎とザ・オバサン。久々に出す倉富のタックルのキレは抜群。
倉富のデビュー当時を思い出させたタックルだった。オバサンを人間風車
で投げたのも素晴らしかった。オバサンも巨体を活かした攻撃を見せ、オ
バサンパワーで多いに張り切る。けんちゃんは坊主になっていたのは２日
前のアレクサンダー大塚興行の敗者髪切りマッチで敗れて坊主になってい
た︵関連６面︶。その後、ＫＩＤ、けん、賀川照子などの空中弾を始め、８
人がそれぞれの得意技が入り乱れる中、最後はタッチ件のある三平×２
が超能力少年ダイジの超能力攻撃を凌いで超安全式パイルドライバー
を炸裂。この８人が躍動する乱戦を制した。トーナメントにエントリー漏
れしたのが、勿体ないくらい凄まじく、素晴らしい８人タッグであった。ま
た彼ら８人は西口プロレス10周年に向けて巻き返しを誓うに違いな
い。エントリー漏れの敗者ではない。予選バトルロイヤルの結果がこうなっ
ただけ。この一人一人がローズや焙煎に挑戦資格は充分ある。今後の活
躍に期待だ。
超能力キャメルクラッチを
三平︵左︶にするダイジ︵右︶

16

15

なかなか好勝負 見た目が じっちゃん

▲

じっちゃんの新必殺技は倒立から相手を叩きつける大技を披露

トーナメント出場エントリー予選バトルロイヤルで勝ち上がった
見た目がとじっちゃん。じっちゃんは下馬評では、このエントリーに
よく残れた感もあったが、じっちゃんは何を隠そう現ハードコア王
者である。この夏に三大トーナメントを開催したことにより、防衛
戦を行えないのが残念であるが、じっちゃんも優勝して二冠王を狙
う。じっちゃんは頭を使って、開始と同時に首固めを敢行し、カウン
ト３を狙った。うっかり罠にはまりかけた見た目がは、その後じっ
ちゃんの怒涛の攻撃に捕まる。じっちゃんも気合い満点だ。動きがよ
い。ローリングブレーンバスターや倒立バスターなど、裏技や新技も
公開。見た目がもインディープロレスに出場している経験を活かし
て反撃開始。串刺しドロップキックをお見舞いしてから、早くもフッ
トスタンプに…。だが、じっちゃんはこれを読んで下から足を突き出
し、蹴り上げた。恐るべし老獪殺法。カバーに入るじっちゃん。だが、
そこに見た目ががうまく首固めに丸め込んで逆転勝利。危なくハ
ードコア王者を下した。この試合、首固めで始まり、首固めで終わ
る。西口プロレスらしい試合であった。是非、次は見た目がにハード
コア王座、挑戦資格を与えて再戦して欲しいものだ。

▲本物と偽物の夢の競演!?ダブルのロメロスペシャル！

西プロが真夏のビッグトーナメント中にも関わらず、エントリーし
ない者がいた。ラブセクシー・ファミリーだ。ボスのラブセクシー・ロー
ズは言う﹁シングルトーナメント？ふざけるな！俺が西口ヘビー級
王者だ。そんなことより俺達の記念大会だ。こっちがメインだろ﹂。ロ
ーズの言う記念大会の理由はこうだ。ローズが芸能生活 周年
を迎える。並びにラブセクシー・乙羽屋は 周年、ラブセクシー・
ヤングは 周年を迎える。この記念試合後は９月に単独ライブも
予定︵この 日後に２日間で開催、大盛況に終わった︶。相手はニセ
セクシー・ファミリーだ。２月の９周年新宿大会でダーティー仮面が
ローズに成り切ったのが好評で今回ニセセクシー・ローズと改名。パー
トナーをニセセクシー・乙羽屋、ニセセクシー・ヤングと本家より皆
小粒だが、姿態はそっくりだ。先発は乙羽屋対決。動きは同じでも
ニセ乙羽屋、早くもカツラが取れてしまう。次にヤング対決。弱さが
売りのヤングに対し、ニセヤングはもっと弱々しい。いよいよローズ対
決。このニセローズもダメキャラかと思いきや、なかなかよいキレ味あ
る技で本家と互角に闘い合う。終盤、ニセローズが一斗缶をでローズ
を襲撃。ニセ乙羽屋がミサイルキックを狙ったが届かず、ローズが一
斗缶を被ったまま、倒れ込み式頭突き。そのままフォールして本家
がメモリアル試合を制した。自らがそれぞれの芸能生活を祝福し
た。 日後の﹃ラブセクシーメモリアル単独ライブ﹄も成功させ、
これからも飛躍と愛の結託を誓うラブセクシー家族であったが、ロ
ーズがシングルトーナメントエントリーせず、お祭り試合をしている
間に、優勝した焙煎が宣戦布告。祝福ムードも一変した︵関連１面
︶。さて次回、頂上対決、一体どうなる!?
25

ドン！焙煎勝利

トーナメント第一試合は超肉弾戦が行われた。興行の第一試合
としては有り得ないくらいの度迫力だった。これもトーナメントな
らではの第一試合だ。序盤から焙煎のラリアットがレフェリーに誤
爆するという荒れ模様。ここで焙煎の反則負けが宣せられてたら
優勝はなかった︵関連１，２面︶。試合は続行する。ヘビー級のぶつか
り合い、１２５キロのドン・クサイに真っ向勝負出来るのは焙煎な
らではだ。焙煎もプロレス団体のバトラーツを始め、リアルジャパン
プロレスなどのプロレスラーと闘い抜き、キャリアを積んできてるか
ら、普通ならここで終わってたであろうドンの必殺ボディプレスも
カウント２で返した。焙煎はドンの技を凌ぎ、ブレーンバスターや原
爆固めで軽々持ち上げる。ドンも巨体が故に何とかカウント２で返
した。だが、巨漢は投げ技を喰らうと己の体重でダメージを負って
してしまうという弱点もある。焙煎は空かさずドンにラリアット。
２発目は体重を活かしてのラリアットが勢い余ってのランニングネッ
クブリーカードロップ。後頭部を痛打したドンは１回戦で敗退。焙
煎が準決勝進出を果たした。焙煎もこの肉弾戦後のスタミナが心
配だ。
決定打とならず

↓
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８・３１新宿大会
＞８人タッグマッチ
賀
川
超 能 力●
ばってん
オバサン
倉
富ＶＳけ
ん
○三
平
Ｋ Ｉ Ｄ

▲
息の合ったとはとても
言えない８人での
ブレーンバスター

けんちゃん︵
右︶
はガラ林レフェ
リー︵
左︶の制止を無視して
賀川︵中︶
に執拗な噛み付き

西口プロレス真夏の
１ＤＡＹトーナメン
ト戦で、トーナメント
全員参加や会場を分
けて開催するだの提
案があったが、興行時
間を考えて、ここはバ
トルロイヤルで勝ち残
り８名が決勝トーナ
メントとして出場エン
トリーにするルールと
なり、ラブセクシー軍
などが欠場を表明。
人がバトルロイヤル
に参加した。久々のバ
トルロイヤルにリング
上は熱気ムンムン。だ
が、最初に散ったのは
けんちゃんだ。けんは
人が闘う中、飛び
込めば誰かに当た
るだろうと予想し飛
んだが、序盤が災いし、
試合開始早々 人いっせいにロックアップ スタミナ充分の全員に
避けられて敗退。次に
手の内が合うＫＩＤ
とばってんの攻防に二
人が夢中のところ、丸
め込み合戦で全員に
乗っかられ二人敗退。
ＫＩＤの敗退には会
場から悲鳴が上がって
いた。次にダイジの超
能力で賀川と倉富が
いつの間にかの場外
死。場外転落はオーバ
ー・ザ・トップロープ
と見なして失格とな
る。賀川、倉富が敗退
となってすぐ、背後か
ら焙煎がダイジに強
引な押さえ込みで、こ
れもいつの間にかの敗
人が円になり、
ショルダークローの数珠つなぎ 退。
次に三平、焙煎、
ドンの攻防。慌ただし
い攻防に突っ込んで
行ったザ・オバサンが
場外自爆。エプロン際
で誘う三平の頭脳プ
レーが光った。焙煎の
攻撃を交わしたのも
束の間、じっちゃんが
ライバル三平の顔面
に酒を吹き掛け、三
平が転落。こうしてリ
ング上に残る小力、小
猪木、小馬場、世界、
焙煎、見た目が、ドン、
じっちゃんのメンバー
が予選バトルロイヤル
を突破。決勝トーナ
メント進出を決めた。
トーナメント枠やカ
ードは抽選により決
められた。さて、いよい
よ頂上を目指し、争い
が始まる︵関連１，２
面︶。
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三平︵左︶はじっちゃんに酒
を吹きかけられ退場！
ハードコア王座をめぐる
二人の抗争は続く

▲リング上に残った８人で１DAYトーナメントを争う

▲

８・３１新宿大会
＞トーナメント戦予選
8人勝ち残りバトルロイヤル
○じっちゃん
け
ん●
○ド
ン
ばってん●
○見 た 目が
Ｋ Ｉ Ｄ●
○焙
煎
賀
川■
○世
界ＶＳ倉
富■
○小 馬 場
超 能 力●
○小 猪 木
オバサン■
○小
力
三
平■
※○は勝ち残り！●はフォール負け、
■はリングアウト負け！
勝ち残った８人が決勝トーナメント進出！
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▲

▲

感情むき出しのファイトを展開

オバサン︵右︶
は全体重をかけて
倉富︵左︶
にボディスプラッシュ

▲

10
10

どっちが本物

乙女式フォール合戦！

v
s

じっちゃん大ピンチ！
実は腰に爆弾を抱えている

▲本物ヤング(左)とニセ・ヤング(右)の

▲見た目がの足を攻めてしてやったりのじっちゃん！互角の闘いを展開
いつもよりも高さのあるじっちゃんのドロップキック

▲見分けがつかないニセ・ローズ

▲ばってん（左）はKID（右）に

▲倉富(右)は華麗な人間風車でオバサン(右)を投げ
▲オバサンの布団たたき攻撃
▲ るも腰を痛めて戦線離脱状態

10

▼上が偽ラブセクシー、下が本物ラブセクシー

▲セクシーDDTを同時に敢行した

!?
▲本物は偽物に本家本元のPTF攻撃をしかける

▲焙煎(左)とドン(右)のド迫力マッチ！お互いの顔面をアイアンクロー！

焙煎の新技 座頭市ブルトーザーは

レス！焙煎をあわやのところまで追い込む

８・３１新宿大会
＞ラブセクシーメモリアル６人タッグマッチ
Ｌ・ヤング
Ｎ・ヤング
Ｌ・乙羽屋ＶＳＮ・乙羽屋●
○Ｌ・ローズ
Ｎ・ローズ

本物(左)と偽物(右)の乙羽屋

↓

▲

じっちゃんは大一番で見せるスイング式DDT

↓

vs
▲

８・３１新宿大会
＞シングルトーナメント１回戦
○見た目がＶＳじっちゃん●

▲でも最後は見た目がの首固めがガッチリきまった

▲
▲

８・３１新宿大会
＞シングルトーナメント１回戦
○焙 煎ＶＳド ン●

▲ドンは全体重を使ってフライングボディプ
▲重量対決を辛くも勝利した焙煎

▲危ない！焙煎のジャーマンスープレックスが急角度で突き刺さる
▲最後は焙煎が渾身の技で一回戦突破

▲

▲

↓

【西口激闘ダイジェストⅠ】

この夏は個々が各地で転戦。中でも賀川照子が現役女子プロレスラーとの闘いを解禁した。プリマも
とうとう女子プロレスと対峙した。小猪木は『エンタの神様』芸人と対決。そして焙煎もバトラーツ竹嶋
との３連戦などをダイジェスト！真夏の活躍をご覧あれ！前号に予定でした４・５面を今月号に掲載
致します。西口新聞を期待しているファンの皆様に深くお詫び致します。

賀川、対女子プロレスラー解禁！ また新たなる猪木!?エンタの
神様のコメロテツヤ登場！
プリマも初激突！

世間から女子プロレス界に注目させようとつんく♂がアイドルプロレスを立ち上
げた。だが、アイドルだけでは試合や興行が成り立たないと西口に協力要請。西口
から賀川とプリマ・リエが出場、実況にエール橋本、解説にはユンボ安藤が務め
た。賀川とプリマの相手はタレントではなく、現役女子プロレスラーの堀田祐美子
（フリー）と植松寿絵（フリー）だ。賀川は元女子プロレスラーとして５年前に引退。
そこから西口のリングのみで出場していた。現役レスラーとの対決は引退してか
らこだわって避けてきた。だが、３月に後輩の風香が引退前に賀川は対戦を熱望。
実現しなかったものの賀川の考えも変わってきた。今回は女子プロレス初対決のプ
リマもこてんぱんにやられ、最後は賀川も堀田のチョークスラムにやられてしまい、
やはり現役には敵わずに終わったが、賀川もこれで対レスラーを解禁。力のなくな
ってきた女子プロ業界に復帰も考えられる。尚、今大会も西プロの全面協力で興
行は成功に終わった。（カメラ：キラコン）。

▲

小猪木の左肩にいる荒木マジックで
出した鳩の爪が効いた！勿論、
鳩は生きている！

本物の女子プロレスラーと対戦した
プリマ・リエ！試合後の打ち上げパー
ティーでは緊張の糸が切れ、
号泣したという。

▲

堀田祐美子 植松寿絵

小猪木対荒木巴、再戦！

デビテツヤ

８・６新宿大会《つんく♂》
＞タッグマッチ
植 松(フリー)
プリマ
○堀 田(フリー)ＶＳ賀 川●

▲猪木対猪木？どちらかと言えば左は春一番だ！
８・１６土浦大会《歌芸夢者》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ荒 木●

８・１６土浦大会《歌芸夢者》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳデビテツヤ●
(ワシヤ)

日本テレビ系列『エンタの神様』で活躍していたコメロテツヤことデビテツヤ（
ワシヤプロモーション）がなんと小猪木に宣戦布告。小室哲哉のモノマネでなく、
猪木モノマネで挑戦表明してきた。声が低く、体の華奢（きゃしゃ）さやモノマネの
微妙さに、予想以上の笑いを取っていたのが以外だったが、猪木というよりも春
一番に相似していた。デビ曰く「春一番さんにもお前、俺に似てるなあと言われ
た。」と自信満々。だが、やはり試合となると小猪木がコブラツイストで余裕の圧
勝をしてしまった。試合後、デビは「アントキのさんに猪木モノマネの仕事を紹
介してもらい、春さんに似てると言われ、そしてこの日、小猪木さんとも闘えてホ
ント嬉しい。これからも自信持って猪木モノマネも取り入れて行きたい」と語っ
ていた（カメラ：歌芸夢者）。

西口ドアで活躍していた荒木巴が久々の復活をした。昨年末、小猪木と横浜
で激突したが、ゲイレフェリーの楽しんご（吉本興業）の暴走（男の小猪木に色
目を使ったり、荒木のマジック攻撃を自ら受けて喜んだり、同じ吉本興業のハロ
ーケイスケも乱入したり）でなかなかの名勝負も無効試合に終わったが、今回
はその再戦のようだ。今回も荒木は得意のマジックで攻撃。スティックを使ったり、
鳩を出したり（鳩の爪が小猪木の肩の地肌に食い込むのが効いたようだ）するが、
荒木巴はお姫様キャラのせいか、「あっ馬車が待ってる！」と白い鳩と場外へ…。リ
ング上にはハンカチを落として行ったところ、ＴＫＯと見なし、小猪木が勝利した
（カメラ：歌芸夢者）。

全西軍、プロレスラーに完敗！ 焙煎、現状の殻を突き破れ！ 激突！西口vsバトラーツ！バト完勝！

つぼ原人 ヤマダマン・ポンド ベアー福田

近藤蔵人

影山道雄

７・３１名古屋大会《金プロ》
＞タッグマッチ
近 藤(フリー)
竹嶋(バトラーツ）●
○影 山(ＤＥＰ)ＶＳ焙
煎

７・１９川口大会《川口オート》
＞６人タッグマッチ
つ
ぼ(フリー)
ユダン●
ヤマダマン(Ｓ Ｂ)ＶＳ三沢が
○福
田(フリー)
小馬場
埼玉・川口オートでのイベントプロレス。前回は小猪木＆小馬場組対ローズ
＆乙羽屋組だったが、今回は小猪木が別仕事が入り、欠場。小馬場を筆頭に
ユダンと三沢が光晴を従えて全西軍がプロレスラーのべアー福田（フリー）＆
ヤマダマン・ポンド（ＳＥＣＲＥＴ ＢＡＳＥ）＆つぼ原人（フリー）組に挑ん
だ。最近、全西軍は新西軍に勝利したり、ラン☆８プロレスなどでも活躍したり
と調子よかった３人だが、プロレスラーの前ではタジタジ。よくある光景のレス
ラーが力を誇示して胸板にチョップをぶち込むシーンもたっぷりあって、最後
はベアー福田が巨体のユダン・ハンセンをアルゼンチン式背骨折りで締め上
げ、圧勝した。プロレスラー軍を前に小馬場率いる全西軍は手も足も出なかっ
たようだ（カメラ：SECRET BASE）。

名古屋を本拠地としている金プロ。前回の金プロで焙煎は好成績を残
してきて、今回も参戦が決まった。今回はタッグでバトラーツの竹嶋健史をパ
ートナーに、影山道雄（ＤＥＰ）＆近藤蔵人（フリー）組との激突。試合の方
はなかなか、全員が決め手に欠けるのと、何がやりたいのか解らないバラバ
ラな試合だった。最後は影山のハイキックが竹嶋に決まり、敗れてしまった。
こういうもどかしい試合の時ほど、焙煎が勝って蹴散らしてきたかったが、相
手やパートナーがあってのプロレス。うまくいかないのがプロレスだが、焙煎
もそろそろ、観客を引っ張るファイトをしなければならないキャリアだ。このバ
トラーツ若手や金プロ勢から一歩秀でないとならない（カメラ：DEF）。

８・３阿佐ヶ谷大会《バトラーツ》
＞タッグマッチ
竹 嶋(バトラーツ)
ばってん
○ 澤 (バトラーツ)ＶＳ焙
煎●

バトラーツの若手である竹嶋︵
左︶
はばってん︵
中︶
にラリアット！
パートナーの焙煎︵
右︶
もろとも吹っ飛ばす元気のいいファイトを展開！

▲

焙煎とばってんの西口プロレスラーコンビが格闘探偵団バトラーツの澤
宗紀＆竹嶋健史組と激突。焙煎はバトラーツ内では手の内を合わせてい
るが、ばってんはバトラーツとはそうない。序盤は西口軍が西口らしいトリッ
キーな戦法で撹乱するが、やはりツメが甘く、最後は焙煎が澤のシャイニン
グウィザードで焙煎をＫＯ。澤も西口ＤＸ出場したり、あらゆるインディー団
体に出場している。やはり一日の長があった感じだが、西口にとってバトラ
ーツはまだまだ高い壁のようだ。この５日後、埼玉の蕨大会で焙煎は竹嶋と
一騎打ちを行う。このタッグ敗戦の仮を返したい（カメラ：nave）。

７・１８小山大会《EAGLEプロ》
＞タッグマッチ
○ス カ イ(イーグル)
佐野(国際プロレスP）
イーグル(イーグル)ＶＳ見た目が●

見た目が邦彦が栃木のイーグルプロレスに登場した。見た目が邦彦やば
ってん多摩川と仲良しで、お馴染みの佐野直（国際プロレスプロモーション）を
パートナーに、イーグルプロレス所属のイーグルソルジャー＆スカイソルジャー
組と激突した。やはり力で来るイーグルソルジャーとスカイソルジャーはそのプ
ロレスラーという勢いを見た目が邦彦に見せ付ける。見た目がも反撃開始する
が、最後は見た目ががスカイソルジャーにタイガードライバーを喰らい、万事休
す。簡単に敗れてしまった（カメラ：EAGLE）。

マザー・コング

焙煎はこの夏は名古屋で竹嶋健史（バトラーツ）と組んで、５日前にはタッグで
激突。竹嶋には負けてないものの、竹嶋のパートナーの澤宗紀に焙煎は負けてし
まっている。今回の竹嶋との一騎打ちではなんとしても勝ちたいところだ。序盤は
レスリングと寝技での攻防になる。中盤から竹嶋の容赦ないパンチでヒートアップ
するが、焙煎も張り手で応戦。ビンタの応酬となる。スタミナ配分からお互い、再び
寝技の攻防になるが、腕の取り合いで、焙煎が勝ち、腕ひしぎ逆十字固めで雪
辱を晴らした。焙煎もバトラーツ、リアルジャパンプロレス、金プロなどと打と寝技
の若手対決を制し、中堅処にまずはレベルアップしたいところだ（カメラ：澤くん）。

イーグルソルジャー

イーグルプロレス初参戦だったが、
負けて悔し泣きする見た目が！

竹嶋健史

８・８蕨大会《バトラーツ》
＞シングルマッチ
○焙 煎ＶＳ竹 嶋●
(バトラーツ)

▲

▲

バトルロイヤルの為、
西口同士で闘うことに
なった見た目が︵
右︶
とマザー・コング︵左︶

▲

バトラーツで
久々の勝利に喜ぶ焙煎！

焙煎、久々の１本勝ち！ 見た目が、イーグルプロレス登場 マザー・コングプロレス初参戦！

▲西口以外のプロレス
界初登場した
マザー・コング

8・20新木場大会《スーパーFMW》
＞時間差バトルロイヤル＜決勝戦＞
○雫あき ＶＳ Ｓ・Ｆ・キッド●
（フリー）
（怪奇派軍）
※優勝は女子プロレスの雫あき！
《退場順》透明人間<2>、バカボンのパパ<真・下町=3>、下町のブ
ルース・レイ<真・下町=1>、スーパー・ジェイソン・キッド<怪奇
派軍=6>、見た目が邦彦<4>、マザー・コング<7>、スーパー・フレ
ディ・キッド<怪奇派軍=5>、雫あき<フリー=8=優勝>

スーパーFMWに見た目が邦彦とマザー・コングが参戦。マザーはプ
ロレス初登場となる。ルールは時間差バトルロイヤル。退場順は透明人
間(真・下町)、バカボンのパパ(真・下町)、下町のブルース・レイ(真・下
町)、スーパー・ジェイソン・キッド(怪奇派軍)、見た目が邦彦、マザー・コ
ング、スーパー・フレディ・キッド(怪奇派軍)で女子プロレスから参戦の雫
あき(フリー)が優勝した。西口チームは優勝を逃したが、次回に期待した
い（カメラ：ミツオ）。

【西口激闘ダイジェストⅡ】

見た目が邦彦、ばってん多摩川などがインディープロレスで活躍！その模様をダイジェス
ト掲載！小馬場率いるラン☆８プロレスも定期的に興行を開催。西口プロレスを揺るがす存
在になっていくのか!?

グレプロ最終回！ ばってん！真霜とシングル! ばってん、ヤンプロ参戦も

ばってん、ビアガーデン
時間切れ引き分けドロー！ プロレス初参戦！

７・２９新木場大会《グレプロ》
＞5WAYタッグマッチ
○桂(グレプロ)
ばってん●
高津子(ガッツ)VS 見た目が
※残り参加タッグチーム…ペールワン
(666)＆乞食(666)、ドン・たけむらこういち
(グレプロ)＆Ｇ石島(ガッツＷ)、澤宗紀(バト
ラーツ)＆佐野直(国際プロレスＰ)

▲みんなで一斉
に澤(コーナー
上)のシャイニン
グウィザードを
受けようとするも
この後ドミノ式に
倒れてしまった！

▲このばってん
７・３０千葉大会《K-DOJO》
ポーズが勝負の
＞シングルマッチ
分かれ目になって
○真 霜(K-DOJO) ＶＳばってん● しまった！

WWEやみちのくプロレスで活躍していたTAKAみちのく
が千葉で旗揚げしたプロレス団体「KAIENTAI-DOJO」。
見た目がやばってんの主戦場となっていたグレートプ 同団体にばってんは不定期ながら参戦している。今回の相手
ロレスも残念ながら今回でファイナル。見た目がとばって は、過去に新日本プロレスにも出場経験があり、団体のシング
んが出場したメインイベントは最終回にふさわしい豪華 ル王座やタッグ王座を獲得したこともある、団体ナンバーワン
な顔ぶれがそろった。最後は団体のエースの“HOT S の実力者、真霜拳號（K-DOJO）。最後はばってんポーズを
TAFF”桂ヤスヒロJr.にばってんが敗れ、西口チームは、 した所を極楽固めに切り返され、無念のギブアップ。自分の
持ちギャグがその名の通り、首を絞める形となってしまった。
勝利で飾ることは出来きず、同団体は約６年間の活動
（カメラ：落合さん）。
に終止符を打った（カメラ：くれりん）。

暗黒プロレス結社
666(トリプルシック
ス)の若手興行「ヤン
グプロレス」にレギュ
ラー参戦している
ばってん。今回めでた
くメインイベントに出
場がきまった。試合形
式は、９人参加のバト
ルロイヤル。しかし、
時間内に決着がつか
ず、誰一人として失格
者が出なかった。
ばってんにとっては、 ８・７新木場大会《ＤＤＴ》
＞タッグマッチ
ほろ苦い同団体の
○小笠原(フリー) 島本(フリー) ▲小笠原（左）に酒を飲ます美月
メインイベントデビュ
ばってん
VS 美月(DDT) （中）と青コーナーに控える島本（右）
ーとなった。（カメラ：
くれりん）。
ばってんのDDT参戦は７月の博多大会以来約１ヶ月ぶ
▲団体の二大エース忍（左）と宮本（右）に攻められるばってん（中） り。今回はDDT真夏の恒例イベントであるビアガーデンプ
８・１蕨大会《ヤンプロ》
ロレスに初参戦した。試合は、酒も入ってか、お客さんのノリ
＞バトルロイヤル（3分）
も良く、割れんばかりのばってんコールやアイダホ！ミネソタ！
※失格者無し！決着つかず、時間切れ引き分け
ミシシッピ！コールで試合は大盛り上がり、小笠原和彦(フリ
出場者＝宮本裕向(666)、忍(666)、小仲＝ペールワン
(666)、ダイナスティ(666)、ＴＨＥ１０１(666)、乞食
ー)というパートナーにも恵まれ、美月凛音(DDT)&島本
(666)、リー(666)、ばってん多摩川、ヤングマン(666)
宗薫(フリー)に勝利することができた。（カメラ：クロさん）。

小馬場をエースに定
期的に行っているラン☆
８プロレス宇都宮動物園
大会。栃木、群馬を中心
に定期的の活動をして
いる。ラン☆８のエース
小馬場は将軍ＫＹとの
一騎打ちを迎えた。ＫＹ
は小馬場に噛み付き攻
撃。首絞めなどのラフファ
イト。しかし、小馬場も反
撃開始。ラン☆８軍のエ
ース小馬場が復活の狼
煙をあげるスーパー16
文キックが炸裂し、ＫＹ
を敗った。小馬場もようや
く長いトンネルから脱し
たようだ（カメラ：ラン☆
８）。

８・１４新木場大会《６６６》
＞ロイヤルランブル
《決勝戦》○Ｋ６６６ VS 唯我●
参加選手＝見た目が邦彦、ばってん多摩川、唯我
(フリー)、先輩(666)、Ｋ６６６(666)、遠藤マメ
(666)、円華(フリー)、佐野直(国際プロレスP)

８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第1部》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ将軍ＫＹ●

三沢が光晴が久々の登場をした。相手は謎の新キャラのブ
タライオン。ブタライオンは毒入り鉄砲で三沢がを襲撃、ほぼ場
外戦で三沢がが苦戦を強いられる。最後は三沢光晴ムーブで
▲快勝した小馬場はリラック ブタライオンを仕留めるかと思いきや、ブタライオンのチェーン
スムード！それだけ試合に
ラリアットが決まり、ブタライオンが勝利。三沢が光晴もとことん、
集中していたようだ！
三沢光晴ファンの期待に応えない男であった（カメラ：ラン☆８）。

８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第2部》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ将軍ＫＹ●

小馬場対将軍ＫＹの再戦。ＫＹの噛み付き攻撃からラ
ブセクシー・乙羽屋とデス・ピエロが乱入。小馬場を攻め立
てる。お約束の場外乱戦から小馬場に棚卸弘至とサマー・
ジャンボ鶴田（フリー）が応援に駆け付ける。最後はドタバ
タ劇から小馬場が乙羽屋とピエロに11文キックで蹴散ら
すと、トドメに将軍ＫＹにはスーパー16文キックで仕留め、
小馬場が勝利した。小馬場に安定したファイトが戻ってき
た（カメラ：ラン☆８）。

８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第2部》
＞シングルマッチ
○Ｌ乙羽屋ＶＳ棚 卸●

ラブセクシー・乙羽屋
対棚卸弘至の一騎打ち
が行われた。両者、逆水
平チョップの打ち合いか
らラン☆８お約束の場外
乱戦、更には水道のホー
スで水の掛け合い。リン
グ上は水浸しとなってし
まったリングでは棚卸反
撃開始。棚橋弘至ばりの
技を繰り出すが、乙羽屋
が逆転の毒粉。最後は
セクシーＤＤＴからの
フォールで乙羽屋が勝
利。三沢が光晴同様、棚
卸弘至にも期待はできな
いようだ（カメラ：ラン☆
８）。

またも新キャラ？デス・ピエロ登場！ 三沢が、二代目Ｃ猪木に勝利！
またも新キャラのデス・
ピエロが登場。ここまで来
ると、ラン☆８は継続参戦
者よりもウルトラマンの怪
獣のようにやられてもや
られても次々と新しいのが
登場するというパターンの
ようだ。試合は逆水平チョ
ップの応酬、続いてリング
上での場が持たずの場
外戦。場内に戻ってピエ
ロが反撃開始。だが、サマ
ー・ジャンボ鶴田のヘソで
決して投げないバックド
ロップで勝利した。
８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第2部》
＞シングルマッチ
○SJ鶴田ＶＳピエロ●
（フリー）

▲本家・棚橋弘至ばりの
腹筋をみせる棚卸

▲ ド派手な衣装で初登
場のデス・ピエロ！
デビュー戦は残念なが
ら黒星に終わる！

またもデブロディとは別人ブロディー登場！ ユダン復活！鶴田から勝利！ 小馬場、天敵二代目Ｃ猪木に怒りの勝利！
▲

７月に小猪木を流血させ
、病院送りにしたユダン・ハ
ンセン。ユダン時代到来かと
思いきや、その月の西口本興
行でのタッグトーナメントで西
口ジュニアヘビー級王者のタ
イガーキッドに破れ、１回戦敗
退という屈辱を味わった上、
自らの飛躍のチャンスを逃す
（関連２面）。決して名選手と
は言えないサマー・ジャンボ鶴
田（フリー）。そんなファイター
でも蛇女戦、デス・ピエロ戦と
連勝を飾っている。その二人
がバチバチぶつかり合う試合
をやった。この鶴田も未知数
なら、蛇女もデス・ピエロも三
流。やはり、ユダンもそんな鶴
８・８大泉町大会《ラン☆８》 田に負ける訳にはいかぬと、
最後はみぞおちにしっかりラ
＞シングルマッチ
リアットを決め、ユダンが復活
○ユダンＶＳSJ鶴田●
の勝利の雄叫びを挙げた
（フリー）
（カメラ：ラン☆８）。

世界のうめざわ似のチャントシロ猪木

▲

試合後、ヅラが取れ、キラーカーン状態のユダン︵左︶

超獣とはほど遠いブレザー・ブロディー初登場！

第二試合で早くもジャ
イアント小馬場が登場し
た。相手はブレザー・ブロ
ディー。ブルーザー・デブ
ロディとは別人のようだ。
小馬場はこのような選手
が好きなようで、このブレ
ザーも試合の途中でカツ
ラが取れて、わちゃわちゃ
動き、終始チェーンを持っ
て試合をしてグダグダ。そ
のブレザー・ブロディーを
最後はスーパー16文キッ
クで下し、フォール勝ち。こ
の程度の相手に小馬場も
勝利したが、これでけつま
づくようなら前回のラン☆
８で負けた小蝶野正洋に
８・８大泉町大会《ラン☆８》 リベンジはならない。小馬
場には小蝶野にリベンジ
＞シングルマッチ
して欲しい（カメラ：ラン☆
○小馬場ＶＳブレザー●
８）。

またも新キャラクターの蛇女が登場。この蛇女も毒入り鉄砲
を持参してきた。今回も鶴田が参戦。チョンボ鶴田からサマー・
ジャンボ鶴田（フリー）に改名。このサマー・ジャンボ鶴田は相
変わらずの粗削りファイトだったが、ジャンピングニーアタック
からクリーンヒットし、蛇女を撃破。この鶴田は小馬場の秘蔵っ
子だ。いつの日か西口プロレス本興行、または西口ドアに参戦
する日も近いのか、それともこのままフリー参戦を続けるのか、
注目である（カメラ：ラン☆８）。

８・８大泉町大会
《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ二代目Ｃ●

小馬場プロデュースのラン
☆８プロレス。グダグダながら
も成功を収めたことを面白く思
わない男が一人いた。二代目
チャントシロ猪木だ。二代目
チャントシロ猪木はメイン終了
後、小馬場に挑戦表明。だが、
小馬場が怒りの11文キックで
一発で秒殺劇。前回、小蝶野
正洋に敗れ、７月のタッグトー
ナメントにモチベーションも低
く、コンディションも最悪だった
小馬場だったが、これで復活。
８月末のシングルトーナメント
は優勝して、小蝶野にもリベン
ジして、小馬場完全復活を望
む。小馬場は言う「ラン☆８で
西口より面白い大会をやる」。
西口本体と火花が散れば、面
白い展開になる。最後は小馬
場パラパラでしめた（カメラ：ラ
ン☆８）。

故・三沢さんばりのエルボーを見せる三沢が

右手には凶器を持つも
将軍KYは不覚にも
小馬場に二連敗！

小馬場、将軍ＫＹを返り咲き！
棚卸弘至、いいとこなく敗退！
▲

'

８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第1部》
＞シングルマッチ
○SJ鶴田ＶＳ蛇 女●
(フリー)

▲

▲試合中、ダメージのせいか尻を出すばってん（上）と
遠藤（下）！そして、それをとまどう見た目が（右）

８・８宇都宮大会
《ラン☆８=第1部》
＞シングルマッチ
○ブタライオンＶＳ三沢が●

初登場！乙羽屋似の蛇女！
試合後の一服が至福の時

暗黒プロレス結
社666（トリプル
シックス）に２度目
の参戦を果たした
見た目が＆ばって
ん。今回の試合形
式は敵味方に別れ
てのロイヤルブル。
最後はK666（6
66)が女子レスラ
ーの唯我（フリー）
を下して勝利。
試合後、唯我の妊
娠が発覚。K666
の子だと判明した
（カメラ：くれりん）。

凶暴なブタライオンは
チェーンラリアットで
三沢がを沈める大金星を挙げる！

見た目が＆ばってん！ 小馬場、復活の狼煙！ 三沢が、謎のブタライオンに敗退！ 蛇女対サマー・ジャンボ鶴田!?
▲
▲
お盆に666参戦！ 将軍ＫＹを撃破！

８・８大泉町大会
《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○三沢がＶＳ二代目Ｃ●

全西軍と海外キャラ
軍の抽選マッチが行わ
れた。第一試合は三沢
が光晴と二代目チャン
トシロ猪木。二代目チャ
ントシロ猪木は海外キャ
ラかという疑問があった
が、ブラジル系というこ
とで海外軍に入れられ
た。元々、チャントシロ猪
木もいたが、これは二
代目ということになる。
前回のラン☆８プロレ
スから登場している。こ
の二代目チャントシロ
猪木も試合はかなり弱
く、最後は見た目が邦
彦が得意としている見
た目がジャーマンスー
プレックスが決まって三
沢が久々の勝利（カメ
ラ：ラン☆８）。

▲

【西口激闘ダイジェストⅢ】

こ西口シングルトーナメント優勝した焙煎、準優勝見た目が、ハードコア王者じっちゃん、西口６人タッグ王者の
ジミー、そして小猪木、小馬場が集まった東京サマーランド大会。因縁がトライアングルする夢のカードやリベンジ
マッチが次々に実現！サマーランドのちびっ子、家族、カップル達が熱狂し、まだまだ秋に突入しない大会が開かれた！

小馬場vsシングルＴ準優勝者・見た目が！ シングルＴ覇者・焙煎、早くも大暴れ！ ８・31西口シングルＴ決勝戦再戦は焙煎が返り討ち！
８・31新宿大会でシングルトーナメント
決勝に進出した見た目が対準決勝敗退し
た小馬場の因縁対決が行われた。二人は
トーナメントでは直接対決は行ってなくても
、あの準決勝２試合の因縁は、今だに目が
離せない（関連２面）。やはり、小馬場的に
は焙煎に破れることと、小猪木が見た目が
に敗れたことは同じ。ここ東京サマーランド
大会では小馬場は気合いが違っており、
最後はスーパー16文キックで、見た目が
を下し、サマーランド開幕戦を好スタート
を切った（カメラ：有元英子）。

９・１８秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ見た目が●

９・１８秋川大会《サマーランド》
＞タッグマッチ
○焙 煎
じっちゃん●
小猪木ＶＳジ ミ ー

▲炎天下の中で見た目がクラッチ！
小馬場の背中がヤケドしそう!?

▲焙煎はジミーに餅つき式パワーボム！
レフェリーのばってんも思わずこねる！

▲トーナメント戦から止まることのない焙煎！

９・１８秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○焙 煎ＶＳ見た目が●

事故渋滞!?あわやイベント中止！ カード変更に変更！小猪木vs邦彦因縁対決、見送り！

さすがはｂｉ砲！小馬場、小猪木を救出Ｖ！

９・１８秋川大会《サマーランド》
＞タッグマッチ
小馬場
じっちゃん●
○小猪木ＶＳジ ミ ー

西口シングルトーナメント優勝戦での熱戦を演
じた焙煎と見た目がが、サマーランド大会第二戦
で再戦がいきなり実現した。注目はやはり、見た目
ががリベンジなるかどうか…。だが、今回の焙煎は
気合いが違った。焙煎の中で、打倒ローズに切り
替わっていたエネルギーは凄い。やはり軽量の見
た目がは焙煎のパワーの前に屈してしまい、最後
は焙煎のゆったりした強引なぶっこ抜きジャーマ
ンスープレックスで見た目がを返り討ちした。見た
目がもリベンジして意地を見せて欲しかった（カ
メラ：有元英子）。

西口シングルトーナメント覇者の焙煎。優勝
後、ローズの西口王座挑戦と小力、小猪木へ
の挑戦表明を高らかに宣言した。だが、この東
京サマーランド大会開幕戦で小猪木とのタッグ
を組むカードが組まれた。焙煎もスポーツマン
シップに乗っとり、好連係を見せたが、やはり
フィニッシュは別。小猪木が小卍固めで見得を
切れば、焙煎もサマーランド名物タワーズロック
に負けないくらいのアルゼンチン背骨折りで豪
快にじっちゃんを仕留め、優勝したことをアピー
ル。焙煎も好発進した（カメラ：有元英子）。

小馬場と小猪木が揃い踏み。やはり二人は
西口タッグ王座を４度獲得（二郎＆見た目が
組に並ぶ西口新記録）は伊達じゃない。現西
口６人タッグ王者ジミー・スニーカーと現ハード
コア王者のじっちゃんのコンビとの激突にタッ
グというルールとなるとｂｉの方が好連係を見
せつけ、最後は粘りじっちゃんに延髄斬り２連
発からのフォールで勝利した。小猪木も７月に
サマーランドイベントに登場おり客受けもよい。
小馬場の好フォローもあって、相手に対し、客
に対し、安定感を見せ付けたｂｉだった（カメ
ラ：有元英子）。

９・１９秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳジミー●

▲緊迫した空気にじっちゃん（中）は
ただ見守るだけしかない！

当初、タッグ戦で小馬場＆じっちゃん組対焙
煎＆ジミー組の豪華なカードが発表されてた
が、西口軍団が移動の高速道路で事故渋滞
に捕まり、間に合わず、あわや中止に…。または
小猪木は会場入りしていたので、『アントニオ小
猪木ショー』に成り掛けたが、ギリギリ先に小馬
場と焙煎とジミーが到着。小馬場対ジミー、小
猪木対焙煎というカードに変更。慌ただしい中、
何とか間に合いながらも、落ち着いてた小馬場
が、ジミーにＳ16文を華麗に決めて、無事に第
一試合を盛り上げた（カメラ：松尾アトム前派
出所）。

▲最後は必殺スーパー16文キックで
小馬場の勝利！

渋滞はメインにまで及ぼした。当初は小猪
木対見た目がの不透明決着の再戦（関連２
面）だったが、見た目がの会場入りが遅れ、
小猪木対焙煎に変更。望むところの焙煎だっ
たが、小馬場対ジミーの試合中に見た目が
とじっちゃんが到着。小猪木対焙煎が更に変
更され、小猪木＆見た目が組対焙煎＆じっ
ちゃん組に決定。小猪木は「焙煎、見た目が
二人相手にする！」との豪語も、じっちゃんも
見た目がへの再戦を望み、当試合に決定。
試合は万全の小猪木がじっちゃんに延髄斬
りで決着。各自の因縁は持ち越し。ただ舞台
裏はかなりバタバタだったが、無事に興行を
終えたのが奇跡なくらい、不安と安堵な大会
であった（カメラ：松尾アトム前派出所）。

▲焙煎（右）！小猪木戦に大はりきり！
９・１９秋川大会《サマーランド》
＞タッグマッチ
見た目が
じっちゃん●
○小 猪 木ＶＳ焙
煎

焙煎悔し！小馬場がリベンジ！ちびっ子大興奮！ 小猪木ちびっ子大人気！タッグで見た目がから勝利！ 小馬場、盛り上げた！サマーランド大会！

９・１９秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ焙 煎●

このサマーランド大会はシングルトーナメントの
再戦が面白い様に行われる。まだまだ熱い決戦が
繰り広げられており、選手のモチベーションも高い。
ここで組まれたは、小馬場対焙煎のシングルＴ準
決勝の再戦だ。ローズ戦に焦る焙煎と冷静にリベン
ジを狙う小馬場。サマーランドのチビっ子達も熱戦
に釘付け。決戦に声援まで送った。冷静な小馬場は
ラリアットを喰らう前に松尾リングアナを盾にし、焙
煎に動揺を誘うと、最後はＳ16文をスバリ決め、リ
ベンジ成功。小馬場は前回も焙煎にレフェリーを利
用されての敗戦に（関連２面）、松尾を利用する頭
脳プレーでの復讐とは、小馬場には恐れ入った試
合だった（カメラ：吉瀬晶子）。

▲トーナメント戦のリベンジに成功した
小馬場！焙煎（下）不覚にも負けてしまった！

第３戦でタッグを組んだ小猪木と見た目
がだったが、今回はタッグで激突した。ジミ
ーの変速殺法や見た目がクラッチに苦戦し
た小猪木も場外戦で大逆転。子供を抱え
ての子供ドロップキックを披露すると、ボクも
わたしもとちびっ子達がジミーと見た目がに
小猪木と共に総攻撃。反撃に小猪木を痛め
付け、先にリングインするとリングに入る小
猪木に上から攻撃。だが、ちびっ子達みん
なで小猪木を押して、辛うじてリングアウト
負けは逃れる。怒りの小猪木はじっちゃんと
９・１９秋川大会《サマーランド》 ▲ジミー（右）が の連係を見せて、最後は小猪木が因縁の
＞タッグマッチ
小猪木を落とそ 見た目がを小卍固め。ちびっ子達の声援に
じっちゃん ジ ミ ー
うとするも子供達 応え、勝利を飾った。次はシングルで決着
○小 猪 木ＶＳ見た目が●
が好アシスト！ だ（カメラ：吉瀬晶子）。

サマーランド大会絶好調の小馬場は、前日に
闘ったジミーと組んで、見た目が＆じっちゃん組と
激突した。小馬場とジミーは同じ全西軍としては初
めてのタッグだったが、全西軍という団結でチーム
ワークはバッチリ。小馬場を好アシストしたジミーは
見た目がにスーパーフライのボディプレスを畳み
込むと、最後は伝家の宝刀スーパー16文が爆発。
見た目がを下した。小馬場はジミーにサマーランド
大会初勝利をプレゼントした感動的な試合にじっ
ちゃんは納得いかない様子。次は勝利を誓うじっ
ちゃんであった（カメラ：吉瀬晶子）。

▲見た目がはトーナメント戦以来黒星続き！

９・２０秋川大会《サマーランド》
＞タッグマッチ
ジミー じっちゃん
○小馬場ＶＳ見た目が●

焙煎、小猪木と一騎打ち！パワー全開！ 西口シングルＶコンビ、またも蹴つまずいた！ 東京サマーランド最終戦、ｂｉ対決！
西口シングルトーナメント１，２位がタッグを結
成し、最終戦に挑んだ。だが、シリーズ後半戦、
調子が上がってきた現ハードコア王者のじっちゃ
んと西口６人タッグ王者のジミー。二人ま意地は
見せたい。主役を争うこのカードは場外乱戦にま
で及び、最後はこのサマーランド大会の勝ちにこ
だわるじっちゃんが絶不調・見た目がに決死の
ボディプレス。シングルトーナメント１回戦で敗れ
た見た目がを捕らえて（関連３面）のリベンジ。
じっちゃんはハードコア王者の意地を見せ、有終
の美を飾った（カメラ：吉瀬晶子）。

西口シングルＴ優勝者の焙煎はとうとう小猪木と一
騎打ちした。前日の昼の部にも一騎打ちの話が浮上し
たが、タッグ戦に変更された。闘うのか闘わないのかの
気持ちの整理もファイターにとっては大事。決まるとなる
とスイッチを入れる。焙煎も力任せに攻めるのだが、気
持ちと体のバランスがどうも空回りしてしまい、追い詰め
たものの、小猪木のサマーランド名物のバックドロッパ
ーに因んでのバックドロップ２連発に沈んでしまい、逆
転フォール負け。このシリーズは小馬場に負け、小猪木
に負け。内容も負けてないのだが経験の差で負けた。
これを経験とし、次に繋げたい焙煎だ（カメラ：吉瀬晶子）。

▲焙煎は奥の手ガリガリ君の
アイスで小猪木に冷却攻撃で圧倒！

９・２０秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ焙 煎●

【西口激闘ダイジェストⅣ】
小猪木は得意のコブラツイストで締め上げる！

▲

▲焙煎と見た目がの長すぎたブレーンバスターで
投げられる前にじっちゃん失神寸前！

西口メンバーがこの夏も各地で転戦！小猪木が恋木神社で盛り上げたり、『エンタの神
様』コメロテツヤと再戦したり。アレクサンダー大塚興行ではけんが丸坊主に!?そして
ばってんは沖縄プロレスに単身殴り込み！スペル・デルフィンと激突した！そしてそして
因縁深き、ばってんとキラ☆アンがとうとう激突した！

小猪木、恋木神社で勝利！
福岡の筑後市にある学問の神様・水田天満宮と恋愛の神様・恋木神社（こいのきじんじゃ）が
毎年夏祭りを行っており、“小猪木”と“恋木”で同じ読み方が縁ということで、夏祭りに呼ばれ、好
調小馬場と一騎打ち。何度かこの水田天満宮と恋木神社に来ている小猪木は、この羽犬塚の町
でも認知されてきて声援を受けて、必殺の延髄斬りで小馬場から勝利。町や神社とより一層絆を
深めた。実況は吉瀬晶子が初めて務めた（カメラ：伊藤秋子）。

▲ 小猪木の華麗なドロップキックが
小馬場の顔面をとらえる！

アレク興行、けんちゃん丸坊主に！
プロレスラーのアレクサンダー大塚デビュー15周年＆男
盛５周年記念興行で親友の小猪木が出場。男盛と過去に
対戦している小馬場も出場。そしてプロレス団体バトラーツで
激突している焙煎も名乗り。当初、もう一人の出場がマザー
・コングだったが、けんちゃんが名乗りを挙げて決定。試合は
敗者髪切りマッチ。連係バッチリのｂｉ砲は最後、スーパー
16文からの延髄斬りのフルコース。負けたけんのみが丸坊
主になるという試合にけんも怒りを表にしていたが、最後は
出場者全員で大塚と記念写真を撮った（カメラ：ミツオ）。
８・２９新宿FACE大会《A大塚興行》
＞敗者髪切りタッグマッチ
小馬場
け ん●
○小猪木ＶＳ焙 煎

▲無惨な丸坊主姿にされたけんちゃん

９・２０秋川大会《サマーランド》
＞タッグマッチ
○じっちゃん
見た目が●
ジ ミ ーＶＳ焙
煎

８・２５羽犬塚大会《水田天満宮》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ小馬場●

東京サマーランド大会最終戦。メインは小猪木対小馬
場の一騎打ちが実現した。サマーランド大会、殆ど、盛り上
げてる両雄だったが、最終戦となると疲れが見えたか、試
合が空回り。場外乱戦のラフファイトに発展。第一試合の
メンバーも乱入し、場外はドタバタ状態。荒れた試合
はどうしよもない状態に。ランバージャックデスマッチのよう
に第一試合の乱入者が小馬場と小猪木をリングに押しあ
げると、リング上は小猪木がスーパー16文を交わしてから
の延髄斬り２連発で逆転勝利をした。色々あったが、無事
にサマーランド大会を終えて、安堵の西口プロレスの面々
であった（カメラ：吉瀬晶子）。
９・２０秋川大会《サマーランド》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ小馬場●

▲小猪木はサマーランド少年ドロックプキックで小馬場に対抗

ばってん、スペル・デルフィンと対決！
ばってん多摩川が単身で沖縄プロレ
スに登場した。沖縄プロレスといえば、ス
ペル・デルフィン。プロレス界のジュニ
ア黄金期を獣神サンダー・ライガーらと
築いた名選手だ。そんな選手と同じリン
グに立てるとはばってんも立派だ。だが、
これは３ＷＡＹマッチ。もう一人はばっ
てんの手の内を知る佐野直（国際プロ
モーション）だ。ばってんはやはり、デル
フィンの首を狩りに行きたいとこだった
８・２５那覇大会《沖縄プロレス》
が、佐野の邪魔立てもあり、気を取られ
＞３ＷＡＹマッチ
ている隙に佐野の逆さ押さえ込みに敗
○佐 野ＶＳばってん●
れてしまった。負けはしたが、デルフィン
(国際プロモ)
※もう一人はデルフィン(沖縄プロ)！ と闘えてまずはよし。いつかは一騎打ち
で胸を借りたいと思うばってんであった
▲調子に乗って本物（右）の前でデル （カメラ：めんそーればばあ）。

フィンポーズをとるばってん！

ばってんvsキラ☆アン！因縁対決不発！ 小猪木vsコメロテツヤの猪木！再戦！
８月にも小猪木に挑戦したデビテツヤ（ワシヤ
プロモーション）。『エンタの神様』のコメロテツヤ
が小猪木と再戦した。このデビテツヤは小室哲哉
以外にも猪木モノマネも得意としており、猪木マネ
というよりも声が春一番、素足のところが井出らっ
きょ、この土浦がアントキの猪木の出身地で小猪
木と闘えるというデビなりの感動があったみたい
で、最後はコブラツイストからの小卍固めで敗退
した。実況レフェリーは影武者Ｘのジョニー（ツー
フェイス・プロモーション）が務めた（カメラ：ワタベ）。

プロレスラーの嵐の自主興行。ここでのカード、よく
ある普通の３ＷＡＹだが、ここで激突したのはばって
んとキラ☆アン。２月に西口ドアで思考の違いから二
人は裏でバトル。その因縁のカードだ。バチバチを予
想されてか、見た目がも含めた３ＷＡＹになった。だ
が、試合は思ったより、バチバチもなく、和気あいあい
の内容に…。最後は長身女子のアンがボディアタッ
クで二人纏めてフォールした。やはり、リングで因縁
対決は見たかった。近い日にドアでの因縁バトルも
望みたいが、この内容では因縁も雪解けになってし
まったようだ（カメラ：嵐自主興行）。

▲ ばってんとの

キラ☆アン

裏抗争はこの先
どうなるのか!?

９・５新木場大会《嵐興行》
＞３ＷＡＹマッチ
ばってん●
○ア ンＶＳ見た目が●

▲左写真…小猪木（右）は
デビ（左）に小卍固めを敢行！
右写真…実況はジョニーが
務めた！

９・１３土浦大会《歌芸夢者》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳデ ビ●
(ワシヤプロ)

ʲܹޱಆμΠδΣετᶛʳ

ɹޱυΞ͕౦ژɾ৽॓ϩϑτϓϥεϫϯʹਐग़ΛՌͨͨ͠ɻࠓճ͍ಆ͍͕܁Γ͛ΒΕͨதɺΘ͔ˍ͜ͱͶ͕ۭதղʂΘ͔͕̬̳̽ೖ
ΓɻϓϦϚͷಥવͷҾୀද໌ʂޱυΞঁࢠ෦ʹԿ͕͋ͬͨͷ͔ ௺ڮϤίɺߥɺϊϦίˏ̙ɺΩϥˑΞϯɺͦͯ͠ϓϦϚ͍ͳ͘ͳͬͨɻ
ͦΜͳதɺ͚ΜରͭͶ͓ͷୈ̧̜̤̎ʵ̜̥̍Ͱγϡι͕༏উͳͲɺ໌Δ͍χϡʔε͋ͬͨͷ͕͍ͨ͠ɻʢΧϝϥɿγϟολʔνϟϯεࠤ౻ʣ

ཚೖཚೖʂνΩϯྛɺౖΓͷ੍ڧυϩʔʂ Ԇઓɺ̔ਓ͕λονͳ͠Ͱಆ͑Δ ͚ΜWTͭͶ͓ʂ໊উෛ࠶ͼʂ Θ͔ˍ͜ͱͶɺۭதղʂΘ͔̬̳̽ೖΓʂ
ςΩαετϧωʔυσεϚονʂ ӗ

∙⌨ݟ⍱⍋ỽ⍂ớࠨỜ
⌏ඇ⌊ՐԌ߈ܸ

̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼλοάϚον
˚ͪؠΌΜϚϯɹçΨιϦϯ
ɹçͬçͯçΜ̨̫খçç˚

˛·ͨࢼ߹ޙɺऩूண͔ͳ͍

ɹޱυΞઙେձͰ
໊উෛΛ͚ͨ͠ΜͪΌ
ΜͱΑ͑ͭ͠Ͷ͓ɻલճಉ
༷ɺΓযऴ൫ͷ
಄ಥ͖߹ઓͩͬͨɻେ͖ͳ
த՚༻ͷϑϥΠύϯ·Ͱ
༻͠ɺ࠷ޙμΠϏϯά
಄ಥ͖Λૂ͏ͭͶ͓ʹ͚
Μ͕ۭ͔ͣ͞ϑϥΠύϯΛ
ग़͠ɺమ൘ͷ্ʹμΠϏϯ
άϔουΛͤͯ͞ٯసϑΥ
ʔϧউͪɻલճΑΓϨϕϧ
্͕͕ͬͨࢼ߹ͩͬͨɻ

̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼ̔ਓλοάςΩαετϧωʔυσεϚον
˓Θɹɹ͔ɹɹ͜ɹçͱɹçͶ
ɹΨιϦϯɹɹγçϡçι˔
ɹϚδοΫ̨̫ͪؠΌΜϚϯ
ɹখççɹɹɹͬçͯçΜ

ɹϨϑΣϦʔͷνΩϯྛ
̔ਓ͕ಉ࣌ʹλονͳ͠Ͱ
ಆ͑ΔςΩαετϧωʔυ
σεϚονϧʔϧΛ࠾༻͠
ͨɻࢼ߹ʹطཚઓ༷
ͩɻ̔ਓλοάʹͯ͠ɺ֤
ஂ܉ͷηίϯυ͕ཚೖ͢Δɻͦͯ͠ݸʑͷҼԑεΫϥϯϒϧ͢Δɻ͜ͱͶͱΘ͔ঁͷ
ײΛണ͖ग़ͨ͠ϑΝΠτɺͬͯΜͱখܹܹ͘͠ಥ͢Δɻࢼ߹̜̤ʵ̍τʔφϝ
ϯτ༏উͨ͠γϡιΛλʔήοτʹ̬̳̽ʹҠ੶ͨ͠Θ͔ͱϚδοΫͷେֶಉڃੜίϯ
Ϗͷ߹ମϘϜͰγϡιΛัΒ͑ɺ̬̳͕̽উརͨ͠ɻࢥ͍ͤ͜ى௺ڮϤίɺ͚Μɺ
ΨιϦϯɺϚβʔɺϚδοΫɺͦͯ͠Θ͔Ҡ੶͠ɺ·ͩ·ͩ૿৩͢Δʹҧ͍ͳ͍ɻ࣍୭Λ
ૂ͏ͷ͔

ɹେཚಆʂԆઓ

ɹޱυΞਖ਼̳̬̽ͱ܉نͷ߅૪ʹऴΘΓ͕ͳ͍ɻࠓճී௨ͷλοάϚον
͔ͱࢥ͕ͬͨɺখਖ਼༸ͱΈΜͳେ͖ͪؠΌΜϚϯͷ߅૪͕໘ന͔ͬͨɻ
ΓখͱࡔຊΨιϦϯΈͳ࿈ͰͬͯΜଟຎΛऽࢄΒ͢ͱɺؠ
ͪΌΜϚϯΛ͍ͳ͠ͳ͕Βྉཧɻͦͯ͠τυϝʹ̬̳̽܉શһͰ૯߈ܸɻٹग़ʹ
དྷͨਖ਼܉نೖΓཚΕɺϨϑΣϦʔɾνΩϯྛ੍͕ڧΰϯάΛ໐Βͨ͠ɻ࢝Ί̽
̬̳܉ͷଇΛએ͠Α͏ͱ͕ͨ͠ɺਖ਼܉نཚೖͨ͠ҝɺऩࢼ߹Λએࠂɻࢼ߹
̔ਓλοάͰԆઓΛܴ͑ͨɻ

̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼλοάϚον
˓Ϛçβçʔɹɹ͜ͱͶ˔
ɹϚδοΫ̨̫Θɹ͔

˛ͭͶ͓͕ඈΜͩʂ͔͠͠ɺ͚ΜʢԼʣ
ͷෲ෦ͷమ൘͕͍ͬͯͨʂ

̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼγϯάϧϚον
˓͚ɹΜ̨̫ͭͶ͓˔

˛͚ΜܾࢮͷϑΥʔϧʂ
ɹࢮಆΛ੍ͨ͠ʂ

˛Θ͔ʢӈʣͱ͜ͱͶʢதʣͷ
ෆՄղͳׂؒΕͷॠؒʂ

ɹ͍ͭ௨ΓɺγϟολʔνϟϯεΘ͔ͱ͜ͱͶ͕ՄѪΒ͘͠ೖ͖ͯͨ͠ɻྑ
͔ͬͨɻ͍ͭͱมΘΒ͵ࢼ߹ల։͕ͩͬͨɺෆՄղͳ͜ͱʹΘ͔͕ಥવʹ͜ͱ
ͶΛཪΓɺ̬̽̾ೖΓΛએݴɻਫ໘ԼͰԿ͕͋ͬͨͷ͔ʁͨͩɺ͜ͷେձͰϓ
ϦϚ͕Ҿୀ͠ɺ͋Μͳʹ͍ͨޱυΞঁࢠ෦Θ͔ͱ͜ͱͶͷΈɻͦΕΛͨ͠
ͷ̬̳̽ͳͷ͔ɺΘ͔ࣗͳͷ͔ɺೋਓ͔͍͠ͳ͘ͳͬͨঁࢠ෦ΛೋԽ͞
ͤͯ͠·ͬͨɻΘ͔ͷߦಈͷਅҙṖͰ͋ΔɻͨͩɺΘ͔ͱ̢́ɽϚδοΫ͕େֶ
࣌ͷಉڃੜͰਫ໘ԼͰԿ͔͕͋ͬͨͱ༧͞ΕΔɻ

⍜⍼⍇⎆⍅ồ⍛
∐∐ ⍪⎀⍿⍌⍽⎆⍃
∐ ৽Ҫ݈Ұ

˛༏উᷮࠩͰγϡι͕উͪऔͬͨʂ
̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼ(0άϥϯϓϦ̩༏উઓ
˓γϡι̨̫ϛχ˔

߈⌡⌆⋤⋿⌎⌏ࡾޫࡴ๏
શ։⌎⍲⍞ớӈỜ
⌀ỳ⋿⋬ỏ੯ഊ⌋ऴ⌯⌫∙

Ξϥέϯઈࢍʂγϡιٯస༏উʂ
ຊ̘̤̚ɺ৽ਓ৽τʔφϝϯτ։࠵ʂ ϧʔϧ݁ՌͰͳ͍ʂதͩʂ ϓϦϚɾϦΤૣ͘೩মʂҾୀʂ
▲

ɹ̜̤ʵ̍άϥϯϓϦ̩༏উઓɻϛχରγϡιͷࢼ߹ͱͳͬͨɻίε
νϡʔϜ͕ϘϩϘϩͷγϡιɻϛχͱͷࢼ߹ʹ؍٬Γ্͕Δɻ߈
ΊͨͷϛχɻٯΤϏݻΊͰΪϒΞοϓΛͯ͠͠·͏ɺऴ࢝ձΛ͔
ͤͨͷγϡιͩͬͨͷ͕ධՁ͞Εͨͷ͔ఆׂΕͯɺ̐ର̏Ͱ
γϡι͕ٯస༏উͨ͠ɻΓɺউഊͱఆ͕ٯసͯ͠͠·͏ͷ͠
͍͠ɺϓϩͷΤϯλʔςΠφʔͱͯ͠ɺ͔ͤͨऀউͪେࣄ͕ͩɺ͜ͷا
ը·ͨϧʔϧগͣͭ͠ม͑ͯͬͨΓͯ͠ɺ·ͨಉτʔφϝϯτ։࠵͠
ͯཉ͍͠ɻͨͩɺϑϦʔϑΝΠτͦ͜ɺ͓স͍ϓϩϨεͷ͔ݪ͠Εͳ͍ɻ

ɹຊ̘̤̚͜ͷ৽ਓͷ̜
̤ʵ̜̥̍τʔφϝϯτΛ։࠵ɻ
ϧʔϧϑϦʔϑΝΠτͩɻϓϩϨ
εϧʔϧ্ͳΜͰ͋Γϧʔϧ
ͩɻࢼ߹̑̍ຊউෛɻͨͩ͜
ͷτʔφϝϯτɺࢼ߹Ͱউഊ͕ܾ
·ͬͯɺ༰͕ॆ࣮͍ͯͨ͠ํ
͕উͪͱ͍͏มଇϧʔϧͩɻ৹
ࠪһຊɺΨϥɺϢϯϘɺখழ
ɺϠϯάɺޱυΞΨʔϧͷ੨
ඒࠫࢠɺͦͯ͠υϥΰϯήʔτ
ͷ৽Ҫ݈Ұɻࢼ߹ຸౡେथ
͕ยΤϏݻΊͰؙΊࠐΉɺ
༰ͰγϡιΒΜͲ͕߈Ί
͍ͯͨҝɺγϡι͕ఆͰ̍
ճઓಥഁͨ͠ɻ

˛ࢼ߹ͷཱ͠ͳ͍γϡιʢӈʣͱຸౡͷೋਓ͕ͩɺ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹͦΕ͕രসΛ༠ͬͨʂ

̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼ(0άϥϯϓϦ̩̍ճઓ
˓͠Ύ͏ͦ͏ຸ̨̫ɹౡ˔

ʲܹޱಆμΠδΣετᶜʳ

ɹಉ̜̤͘͡ʵ̜̥̍
̍ճઓɻϛχϛχͱ
ϛελʔΆͬΆͷҰٍ
ଧͪɻϛχͷ
ࡾޫͷ·ͶςΫ
ͱ࠷ۙɺਅɾԼொϓϩϨ
εͳͲʹग़͍ͯ͠Δ
ϛελʔΆͬΆͷରܾ
͕ͩɺ·͋γϡι
ຸౡͦ͏͕ͩɺΆͬΆ
૬खͷٕΛᷰΒͬͯ
ͯμϝʔδΛΘͳ
͍ڧਟ͞ΛͤݟΔɻͦ
ΕͰ؆୯ʹෛ͚ͯ͠
·͏ͱ͍͏٬ʹΘΒ
ͳ͍߈Λ·ͯͤ͠ݟ
͏ɻ͓স͍ͳͲͰਓͷ
ϘέΛεϧʔ͢Δͱ͔ɺ
ποίϛΛආ͚Δͱ͔ͱ
ಉ͡ߦҝͩɻ͜ͷࢼ߹
˛ϛχλΠΨʔυϥΠόʔʹ͍͑͘ΒΕΔʂ άμάμͷ··ɺ҆ఆ
ײΛͤݟΔϛχͷ
δϟοΫφΠϑݻΊͰ
̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ܾΊͨͷͷ؊৺ͳ
ʼ(0άϥϯϓϦ̩̍ճઓ
ఆϛχ͕̑ର̎
˓ϛχ̨̫ΆͬΆ˔
Ͱউར͠ɺۨΛਐΊͨɻ

ɹޱυΞ͕ਅɾԼொϓϩϨεɺ̪ʵ̡̛̞̚ɹ̢̘̖̥ɺ̘̥̚ʹొͨ͠ɻΠϯσΟʔϓϩϨεͰ

શ͕ͯษڧɻඞͣ௺ࠟʹͳΔͷΛʹ͚͖ͭͯͯ΄͍͠ɻͦͯ͠ϥϯˑ̔ϓϩϨεಢͰେ
Ε͖ͯͨ͠ʂ̔ɾ̐ࢁܗେձͷใ͕Εɺ͜͜ʹͨ͠·͠ࡌܝɻΕͨ͜ͱΛਂ͓͘ͼக͠·͢ʂ

˛നௗͷ͘৽ͨͳཱྀͱඈͼཱͬͨϓϦϚʂ
̔ɾ̎̏৽॓-10େձʬޱυΞʭ
ʼഊऀҾୀσεϚον
˓̨ΧϒΩ̨̫ϓϦϚ˔

ɹϓϦϚɾϦΤ͕ҾୀΛ
ပΊ͔ͤͨɻࣗͷϥετ
ͷ૬ख͕βɾγϩʔτɾΧ
ϒΩʹܾఆ͍͕ͯͨ͠ɺ
͜Εࣙୀ͠ɺҾୀߟ͑
ͨɻ͕ͩɺ͚͡Ίͱͯ͠Ҿ
ୀࢼ߹Λߦ͏ͱܾҙɻͨ
ͩΧϒΩɺͦΕʹݺԠ
͢ΔΑ͏ʹɺԿͱഊऀҾୀ
ࢼ߹Λਃ͠ࠐΜͩɻ͜Ε
ͰΧϒΩ͕ෛ͚ͨΒͱ
͜ͳ͍͕ɺ࠷ۙɺෆௐ
ͩͬͨϓϦϚɻΓɺϓ
ϩϨεϥʔͷງా༞ඒࢠ
ˍ২দणֆͱͷରઓ͕
Ωπ͔ͬͨɻܶஂ࢛࣌ق
ͷࠊͷݹই͕ѱԽ͠
ͯ͠·ͬͨɻ࠷ѱͳମௐ
Ͱ͜ͷࢼ߹উͯΔ༁
͕ͳ͍ɻ࠷ޙΧϒΩ͕
ΤϏݻΊͰؙΊࠐΜͰҾ
ಋΛͨ͠ɻϓϦϚɺ࣍
ܳਓͰউෛ͍ͨ͠ͱ
͕ͨͯͬݴɺܳਓಓ
͍ͰΈͯউෛͯ͠ཉ
͍͠ɻചΕͨ࣌ʹ·ͨ
ͬͯ͘ΕΑ͍ɻϓϦϚ
ɾϦΤɺ͔ᷮ̍ɺ͓ർ
Ε༷Ͱͨ͠ɻ

ώʔϧΘ͔ɺૣϙʔΰͱλοάʂ

ͨݟ͕φϝΒΕͨʂਅɾԼொͰউརʂ ޱυΞɺ̪ܥϚοτొʂ ͜ͱͶɺ͍ണ͗Ϛονউརʂ
̔ɾ̎̕ӽ୩େձʬਅɾԼொʭ
ʼλοάϚον
ɹΆçͬçΆɹɹϋδϝ ਅɾԼொ ˔
˓ͨݟ̨͕̫ύɹύ ਅɾԼொ

ӗ 68'ܥͷஂମʹ
ॳࢀઓͷޱυΞʂ
উ໊ͪΓΛ͋͛Δ
4ɾΧϒΩʢࠨʣͱ
ͭͶ͓ʢӈʣ

ӗ όΧϘϯͷύύʢӈʣͷ
ύʔτφʔʮ9ʯଉࢠͷ
ϋδϝͪΌΜͩͬͨʂ

ɹਅɾԼொϓϩϨεͰܧଓࢀઓதͷͨݟ͕ɻϛελʔΆͬΆΛै͑ͯɺ
ҼԑͷόΧϘϯͷύύʢਅɾԼொʣ͕ϋδϝͪΌΜʢਅɾԼொʣΛύʔτφ
ʔʹͨ͠ɻφϝΒΕͨΧʔυͩɻʮϋδϝʹࢼ߹͕Ͱ͖Δ͔ ʯͱౖΓΛද͠
ͯཉ͔͕ͬͨ͠ɺʠฏͷΠΤεϚϯʡͨݟ͕ී௨ʹͨݟ͕Ϋϥο
νͰϋδϝͪΌΜʹউརɻͨݟ͕ԼொϓϩϨεԦऀͷԼொͷμʔʹ
ઓද໌ͨ͠ɻઓද໌ͨ͠ͱ͍͏ࣄ·ͩ·ͩਅɾԼொͷͰಆ͏ͱ
͍͏͜ͱ͔ɻͦΖͦΖ࣍ͷεςοϓʹߦͬͯཉ͍͠ʢΧϝϥɿࠇ͞۽Μʣɻ

̕ɾௐେձʬ6'*-&ç$".1ʭ
ʼޱυΞఏڙλοάϚον
ɹ̨ΧϒΩɹɹ͜çͱçͶ˔
˓ͭçͶç̨͓̫ͨݟ͕
ɹ̛̬̪ݩͷాଜܿ࢘ͷஂମɺ̪ʵ̡̛̞̚ɹ̢̘̖̥ʹޱυΞͷ໘ʑ͕ϦϯάʹཱͬͨɻޱϦϯ
άΞφͷͽΜΆΜͣʮ࠷ߴʯຊ͕ాଜܿ࢘ͱͷԑͰ࣮ͨ͠ݱɻΧʔυͨݟ͕ˍ͜ͱͶରΑ
͑ͭ͠Ͷ͓ˍβɾγϩʔτɾΧϒΩɻͨݟ͕ˍ͜ͱͶେ݈ಆ͕ͨ͠ɺ࠷ޙͭͶ͓ͷηΧϯυϩ
ʔϓ͔ΒͷμΠϏϯάϘσΟϓϨεͰ͜ͱͶ͔ΒϑΥʔϧɻ࠷ۙɺଞஂମʹ্͕Δࣄͷଟ͘ͳͬͨυΞɻ
ͨͩࢼ߹ΛΔͷͰͳ͘ɺҰࢼ߹Ұࢼ߹ΛେࣄʹϙϦγʔΛ࣋ͬͯࢼ߹Λͯ͠ཉ͍͠ʢΧϝϥɿ5,ʣɻ

ɹ͜ͱͶ͕ΩϟοτϑΝΠτ
ͷϦϯάͰωΠΩουϑΝΠ
τʹΜͩɻωΠΩουϑΝ
ΠτͱίενϡʔϜΛ
͕ͤͨํ͕উͪͱ͍͏
͍ണ͗ϚονͰ͋Δɻࢼ߹
̧̍̏̏ճઓɻ૬ख
̖̫ঁ༏ͷᘡᘚ͏ͨͩɻ
૯߹֨ಆٕͳͲͷϦϯά
ʹཱ͍ͬͯΔ͜ͱͶ
ΓɺϦϯά׳Ε͓ͯ͠Γɺ
˛͜ͱͶʢ্ʣᘡᘚ͏ͨͷҥΛ͍ണ͍ ᘡᘚ͏ͨ૬खͰͳ
͔ͬͨɻࢼ߹̧̎̍
ͩॴͰϨϑΣϦʔετοϓʂѹউͩͬͨʂ
ඵɺ͜ͱͶ͕͕ͤΔ
̔ɾ̎̓৽େձʬ̘̥̚ʭ
લʹϨϑΣϦʔ͕ࢼ߹
ʼωΠΩουϑΝΠτϧʔϧ
ΛετοϓɻϨϑΣϦʔετο
˓͜ͱͶ̨̫ᘡᘚ͏ͨ˔
ϓͰ͜ͱͶ͕উརͨ͠
ɹɹɹɹɹʢϋϯλʔʣ
ʢΧϝϥɿ$1&ʣɻ

˛Θ͔ʢӈʣஉͷࠤʹෛ͚͡ͱϑΝΠτʂ
̔ɾ̎̓৽େձʬ̘̥̚ʭ
ʼετϦʔτΩϟοτϚον
˓̖̠͈ ̘ɹ̥ɹ̚ ɹɹϙʔΰ 884
ɹࠤ ࠃࡍϓϩϞ ̨̫Θɹ͔˔

ϛελʔϙʔΰ

ɹޱυΞͰώʔϧసͨ͠γϟολʔνϟϯεΘ͔આͷσεϚονେԦͷϛε
λʔɾϙʔΰʢ884ʣͱλοάΛ݁ɻ૬खࠤʢࠃࡍϓϩϞʔγϣϯʣͱΩϟοτ
ϑΝΠλʔͷ̖̠͈ʢ̘̥̚ʣɻΘ͔͕ং൫ೋਓʹั·Γ֎ཚಆɻάϩοΩʔʹͳ
Γͳ͕ΒɺΘ͔ࢮىճੜͷϘσΟΞλοΫɻϙʔΰ̖̠͈ͷഎதʹ݂͞ྲྀͰח
ͤɺՐԌ߈ܸආ͚ΒΕͨɻετϦʔτϑΝΠτ͔ͩΒଇɺ֎͋Γͩɻऴ൫ɺࠤ
͕Θ͔ʹਨམԼࣜϒϨʔϯόελʔɺ̖̠͈ͷηϯτʔϯ߈ܸͰྗਚ͖ͯ͠·ͬ
ͨɻউͭࣄͰ͖ͳ͔͕ͬͨɺϙʔΰͱͷλοάษʹͨͬͳʹڧҧ͍ͳ͍ʢΧϝϥɿ$1&ʣɻ

ɹಢݝ૯߹ӡಈެԂͰਖ਼༸ରڮຊ
ਅઓΛኲኵͱͤ͞ΔΧʔυ͕࣮ݱɻখ
ਖ਼༸ରڮຊਂόεͷҰٍଧ͕࣮ͪͨ͠ݱɻ
͕ͩɺΓখͷഁͷ͍ࢭ·Βͳ
͍ɻޱຊୂͷখഅԵӋΛܸഁ͠ɺೋ
νϟϯτγϩழഊ͍ͬͯΔ࣮ۮ
વͰͳ͍উརཱ͕ূ͞Εͭͭ͋Δɻ͜͜Ͱ
ڮຊਂόεͱͷ҆ఆײͷҧ͍Λͭͤݟ
͚ɺ࠷ޙখͷγϟΠχϯάέϯΧΩοΫ
Ͱউͨ͠ɻ࣮ͱگղઆϥϰυϥΠϒʢΞϛ
ʔύʔΫʣ͕ΊͨʢΧϝϥɿԬଜʣɻ

̕ɾ̑ాେձʬεΠ࢈ۀʭ
ʼγϯάϧϚον
˓খ̨̫ਂόε˔

ɹ݄̓ʹখழΛେྲྀ݂ʹ͍ࠐΈɺউརɻ
පӃૹΓʹ·Ͱͨ͠Ϣμϯɾϋϯηϯɻ৽ͨͳ
࣌ͷ෩݀Λ։͚Δ͔ͱࢥ͍͖ɺλοάτʔ
φϝϯτͰλΠΨʔʹϑΥʔϧෛ͚Λͨ͠Γ
ෆௐΛ࿐ఄɻ͜͜খഅͷݩಢͰҰٍ
ଧ͕࣮ͪͨ͠ݱɻখഅʹউ̸̱ͬͯʹউརɺ
෮׆ͷஹ͠Λ͕͔ͨͬͨͤݟɺখഅͷट
ંΓམͱ͠ʹഊୀͯ͠͠·ͬͨɻখழࡴ͠ͷ
Ϣμϯ̸̱࿈ഁʹࣦഊͲ͜Ζ͔ɺຊਓෆௐ
ͷͲΜఈɻౖΔϢμϯ͜ͷެԂͷʹυϘ
ϯɻ࣮ͱگղઆϥϰυϥΠϒʢΞϛʔύʔΫʣ
͕ΊͨʢΧϝϥɿϛπΦʣɻ

˛খഅউͬͯ༨༟ͷද

˛ڮຊɾઓΛኲኵͱͤ͞Δࢼ߹Λల։

̔ɾ̐ࢁܗՖּେձʬϥϯˑ̔ʭ
λοάϚον
ɹ৽౻ɹɹΦόαϯ
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西口プロレス 『西口プロレス真夏の1DAYシングルトーナメント戦』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）８月31日（火） 試合開始19時30分（観衆＝500人）

東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ『激流！西口プロレス特別興行東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ大会第４戦』
東京サマーランド屋内プールサイドステージ
平成22年（2010年）９月19日（日）試合開始15時15分（観衆＝1500人）

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦出場エントリー予選８人
勝ち残りバトルロイヤル
○じ っ ち ゃ ん
け ん ち ゃ ん●
○Ｄ ・ ク サ イ
ばってん 多摩川●
○見た目が 邦彦
Ｋ
Ｉ
Ｄ●
○焙煎ＴＡＧＡＩ
（２分55秒 ８人勝ち残り） 賀 川 照 子■
○世界のうめざわ
倉 富 益 二 郎■
○Ｇ 小 馬 場
超能力少年ダイジ●
○Ａ 小 猪 木
Ｔ・ オ バ サ ン■
○長 州 小 力
三 平 × ２■
※○は勝ち残り！●はフォール負け、■はリングアウト負け！勝ち残った
８人が決勝トーナメント進出！

＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（８分27秒 片エビ固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※小馬場、西口シングルトーナメント覇者の焙煎に準決勝での借りを返す
スーパー16文キックが爆発！

【結果表】
ラン☆８プロレス 『第29回山形県観光物産市お笑いプロレス』
山形県観光物産市国道122号東北電力前交差点特設ステージ
平成22年（2010年）８月４日（水） 試合開始13時（観衆＝100人）
＞タッグマッチ
タイガーキッド
橋本深夜バス●
○Ｙ ・ ハンセン （６分18秒 体固め）三沢が 光晴
※ユダンラリアットからフォール！
＞タッグマッチ
Ｃ鶴田(フリー)
Ｔ・オバサン●
○Ｇ 小 馬 場 （６分４秒 片エビ固め）Ｌ・乙 羽 屋
※スーパー16文キックからフォール！
＞シングルマッチ
○小蝶野正洋（３分２秒 ＳＴＦ）二代目チャントシロ猪木●
※小蝶野、小馬場に続いて二代目Ｃ猪木からも勝利！
ラン☆８プロレス『2010花笠サマーフェスティバルお笑いプロレス』
山形・花笠バザール国道122号セブンプラザ前交差点特設ステージ
平成22年（2010年）８月４日（水） 試合開始17時（観衆＝100人）
＞タッグマッチ
新武藤刑事
Ｔ・オバサン
○小蝶野正洋（６分10秒 ＳＴＦ）Ｌ・乙 羽 屋●
※小蝶野、乙羽屋からも金星ゲット！
＞西口プロレスジュニアヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○タイガーキッド （５分38秒 横回転エビ固め）三沢が光晴●
※ラ・マヒストラルで技あり勝利！今年初めての同王座の防衛戦！
タイガーが２度目の防衛に成功！
＞タッグマッチ
Ｃ鶴田(フリー)
Ｙ ・ ハ ン セ ン
○Ｇ 小 馬 場（５分16秒 片エビ固め）二代目チャントシロ猪木●
※スーパー16文キックからフォール！

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦１回戦
○Ａ 小猪木（６分55秒 逆さ押さえ込み）世界のうめざわ●
※世界が７割押すも小猪木が危ない逆転勝ち！
＞８人タッグマッチ
賀 川 照 子
超能力少年ダイジ●
ばってん多摩川 （10分７秒 体固め） Ｔ・ オ バ サ ン
倉富益二郎
け ん ちゃん
○三 平 × ２
Ｋ
Ｉ
Ｄ
※超安全式脳天杭打ちからフォール！
＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦準決勝
○焙煎ＴＡＧＡＩ（５分53秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※観客の小馬場コール届かず！内容では小馬場圧勝も焙煎が勝った！
＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦準決勝
○見た目が邦彦（６分７秒 体固め）Ａ 小猪木●
※フットスタンプからフォールをしたが、小猪木ロープブレイクもレフェリー
のチキン林が気付かず、小猪木、見た目がにシングル初黒星！

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（８分52秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※延髄斬りからフォール！サマーランドシリーズを締めた！
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マトン林

リングアウンサー

。

松尾アトム前派出所

リングガール

。
西口プロレス向上委員会

青木美沙子

＞タッグマッチ
見た目が邦彦
じっちゃん●
○Ａ 小 猪 木（10分６秒 体固め）焙煎 TAGAI
※８・31因縁の疑惑のフォールだった小猪木対見た目が戦が変更！小猪木対焙煎になるも、見た
目がとじっちゃんが事故渋滞から間に合った為、再び変更！小猪木の延髄斬りからフォール！

見た目が邦彦

三島ゆかり

＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（７分16秒 片エビ固め）Ｊ・スニーカー●
※車が事故渋滞に捕まり、小馬場＆じっちゃん組対焙煎＆ジミー組が変更！先に到着
した小馬場対ジミーの初一騎打ちにスーパー16文からのフォールで小馬場勝ち！

ガラ林

ＡＯ／ＤＣ『アレクサンダー大塚デビュー15周年＆男盛５周年記念興行』
東京・新宿ＦＡＣＥ 平成22年（2010年）８月29日（日）
試合開始18時30分（観衆＝550人超満員）

チキン林
ぴんぽんず﹁最高﹂川本

東京サマーランド
『激流！西口プロレス特別興行東京サマーランド大会第３戦』
東京サマーランド屋外プールサイドステージ
平成22年（2010年）９月19日（日） 試合開始11時15分（観衆＝1000人）

ハンバーグ林

馬越幸子

＞タッグマッチ
Ｍ ぽっぽ
Ｈちゃん(真・下町)●
○見た目が邦彦（12分17秒 見た目が固め）Ｂのパパ(真・下町)
※見た目がクラッチ炸裂！バカボンのパパ＆ハジメちゃん組撃破！

ばってん多摩川

＞シングルマッチ
○焙煎ＴＡＧＡＩ（６分24秒 原爆固め）見た目が邦彦●
※８月シングルトーナメント決勝と同じカードが早くも実現！焙煎、見た目がを返り討ち！
-------------------------------------＞タッグマッチ
Ｇ 小馬場
Ｊ・スニーカー
○Ａ 小猪木（11分10秒 体固め） じ っ ち ゃ ん●
※安定ｂｉ砲、粘るじっちゃんに延髄斬り２連発からフォール！

レフェリー

ポーク林

＞ストリートキャットファイトミクストタッグマッチ（時間無制限１本勝負）
○ＡＫｙ(Ｃ Ｐ Ｅ)
Ｓ わ か●
佐野直(国際プロモ)（12分52秒 体固め）Ｍ・ポーゴ(WWS)
※ヒール転向後の初試合はミスター・ポーゴと結託！だが、佐野の垂直落
下式ブレーンバスター、ＡＫｙのセントーンを喰らってしまい、転向後白星奪
取失敗！ただ、ポーゴと結託は凄かった！

【リングサイド紹介】

ラブセクシー・ヤング

ウスイ産業『第２回とちぎ・まるごと綺麗にスッペ』
栃木県総合運動公園
平成22年（2010年）９月５日（日） 試合開始14時30分（観衆＝100人）

東京サマーランド
『激流！西口プロレス特別興行東京サマーランド大会第２戦』
東京サマーランド屋内プールサイドステージ
平成22年（2010年）９月18日（土） 試合開始15時15分（観衆＝800人）

※スーパー16文からの延髄斬りでけんが丸坊主に！レフェリーは和田良覚（フリー）！

＞タッグマッチ
Ｊ・スニーカー（９分６秒 見た目が 邦彦●
○じ っ ち ゃ ん 体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ
※じっちゃんのボディプレスでサマーランド大会初フォール勝ち！シング
ルトーナメント１回戦の借りを返した！

アントニオ小猪木

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦決勝戦
○焙煎ＴＡＧＡＩ（10分７秒 腕ひしぎ逆十字固め）見た目が邦彦●
※見た目がコール届かず！焙煎が初優勝！

＞ネイキッドファイトルール（１Ｒ３分３回戦）
○ことね（２Ｒ１分49秒 レフェリーストップ） 琥珀 うた●（ハンター）
※コスチュームを脱がせたら勝ちとなるルール！ことねがＡＶ女優の琥珀
うたに脱がせる寸前のところでレフェリーストップで勝利！

＞敗者髪切りタッグマッチ
Ｇ 小馬場
けんちゃん●
○Ａ 小猪木（９分２秒 体固め）焙煎TAGAI

東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ『激流！西口プロレス特別興行東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ大会最終戦』
東京サマーランド屋内プールサイドステージ
平成22年（2010年）９月20日（月） 試合開始15時15分（観衆＝1200人）

＞ラブセクシー・ローズ芸能生活30周年ラブセクシー・乙羽屋芸能生活25
周年ラブセクシー・ヤング芸能生活10周年メモリアル６人タッグマッチ
Ｌ・ヤング
Ｎ・ヤング
Ｌ・音羽屋 （９分55秒体固め） Ｎ・乙羽屋●
○Ｌ・ローズ
Ｎ・ローズ
※一斗缶を被せたはよいが、ニセセクシー・乙羽屋がミサイルキックを
自爆！倒れ込んだところ、一斗缶倒れ込み式頭突きとなり、フォール！
ニセセクシー・ファミリーを撃破！

＞シングルマッチ
＞第１回GO-1グランプリトーナメント１回戦（５分１本勝負）
○小蝶野正洋（５分34秒 体固め）橋本深夜バス●
○Ｍ沢ミニ晴（２分９秒 判定）Ｍ ぽっぽ●
※ミニ沢、三沢光晴ものまねプロレスで安定感見せ付け、最後はジャック ※蝶野正洋対橋本真也戦を彷彿とさせるカードもｎＷｄの小蝶野のシャイ
ﾅｲﾌ固めでミニ沢勝利！判定は5-2で内容、決着共に勝利！審査員はガ ニングケンカキックで勝利！実況解説はラヴドライブ（アミーパーク）！
ラ、ﾕﾝﾎﾞ、川本、青木美沙子、小猪木、ﾔﾝｸﾞ、新井健一郎（ﾄﾞﾗｺﾞﾝｹﾞｰﾄ）！
＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（６分14秒 片エビ固め）Ｙ ・ ハンセン●
＞第１回GO-1グランプリトーナメント優勝戦（５分１本勝負）
※ランニングネックブリーカーが決まった！小猪木殺しのユダンもｂｉ砲連
○Ｓランド（２分52秒 判定）Ｍ沢ミニ晴●
※試合はミニ沢が逆エビ固めで勝利！ただ、判定では４－３で肉薄の差 破に失敗！怒りの収まらないユダンは暴れ過ぎて公園の池にドボン！実
でシュウソウが勝利した為、シュウソウが第１回大会優勝！審査員はガラ 況解説はラヴドライブ（アミーパーク）が務めた！
、ユンボ、川本、青木美沙子、小猪木、ﾔﾝｸﾞ、新井健一郎（ﾄﾞﾗｺﾞﾝｹﾞｰﾄ）！
嵐自主興行『あしなが募金チャリティープロレス』
東京・新木場1st RING
＞敗者引退デスマッチ
平成22年（2010年）９月５日（日） 試合開始19時（観衆＝500人超満員）
○Ｓ・カブキ（５分８秒 エビ固め）Ｐ・リエ●
※プリマ・リエ引退試合に、カブキも負けたら引退を賭けたがプリマが
＞３ＷＡＹマッチ
敗退！劇団四季時代に痛めた腰痛が再発が原因で引退表明！
ばってん多摩川●
○Ｋ☆アン（3分56秒 体固め） 見た目が 邦彦●
＞タッグマッチ
※キラ☆アンとばってんの因縁対決実現！170センチ長身のダイビング
△みんな大好き岩ちゃんマン
坂本ガソリン
ボディアタックで二人纏めてフォール！
ば っ て ん 多 摩 川（８分56秒 没収試合）小蝶野 正洋△
※ｎＷｄの度重なる乱入、正規軍の乱入により、チキン林強制ゴングドロ
U-FILE CAMP『U-FILE 51』
ー！乱入者を含めた８人タッグに変更！
東京・西調布格闘技アリーナ
平成22年（2010年）９月12日（日）試合開始13時（観衆＝50人）
＞８人タッグテキサストルネードデスマッチ
○Ｓ わ か
こ
と
ね
＞西口ドア提供タッグマッチ（30分１本勝負）
坂本ガソリン
Ｓ
ラ
ン
ド●
Ｓ・カ ブ キ
こ と ね●
Ｍr.マジック （５分12秒 踏付式体固め） みんな大好き岩ちゃんマン
○よしえつねお（11分25秒 体固め）見た目が邦彦
小蝶野 正洋
ば っ て ん 多摩川
※セカンドロープからのダイビングボディプレスからフォール！
※８人が同時にタッチなしで闘えるルール！わか、ｎＷｄの一員として
デビュー戦、マジックとの合体技で、今回３試合目のGO-1覇者シュウソウ
歌芸夢者『歌芸夢者ショータイム第三部'10・9・13』
を仕留めた！
茨城・土浦ものまね居酒屋歌芸夢者
水田天満宮・恋木神社
平成22年（2010年）９月13日（月） 試合開始22時30分（観衆＝10人）
『水田天満宮千燈明花火大祭納涼フェスティバルin天満宮』
福岡・羽犬塚水田天満宮楼門広場前特設テント
＞シングルマッチ
平成22年（2010年）８月25日（水）試合開始時分（観衆＝500人）
○Ａ 小猪木（４分10秒 卍固め）デビテツヤ●(ワシヤプロモーション)
※『エンタの神様』のコメロテツヤことデビテツヤが小猪木と再戦！
＞シングルマッチ
小猪木がコブラツイストからの小卍固め！で、猪木モノマネ芸人を撃破！
○Ａ 小猪木（６分58秒 体固め）Ｇ 小馬場●
実況レフェリーは影武者Ｘのジョニー（ツーフェイス・プロモーション）！
※延髄斬りからﾌｫｰﾙ!小猪木、恋愛の神様・恋木（こいのき）神社で勝利!
東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ『激流！西口プロレス特別興行東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ大会開幕戦』
沖縄プロレス 『モズクマンプロデュース興行』
東京サマーランド屋外プールサイドステージ
沖縄・那覇デルフィンアリーナ国際通り
平成22年（2010年）９月18日（土） 試合開始11時15分（観衆＝500人）
平成22年（2010年）８月25日（水） 試合開始時分（観衆＝100人超満員）
＞シングルマッチ
＞３ＷＡＹマッチ
○Ｇ 小馬場（６分50秒 片エビ固め）見た目が邦彦●
○佐野直(国際プロモ)（10分6秒 逆さ押さえ込み）ばってん多摩川●
※スーパー16文で西口シングルトーナメント準優勝者をやっつけた！
※もうひとりはスペル・デルフィン（沖縄プロレス）！
＞タッグマッチ
ＣＰＥ 『－ＣＰＥ夏祭り－「どきッ！女だらけのキャットファイト祭2010ー飴と ○焙煎ＴＡＧＡＩ
じ っ ち ゃ ん●
綿菓子とSHINKIバッテキー」』
Ａ 小 猪 木（９分49秒 アルゼンチン背骨折り）Ｊ・スニーカー
東京・新木場1st RING 平成22年（2010年）８月27日（金）
※サマーランド名物タワーズロックに因んでか、アルゼンチンバックブリーカー
試合開始19時（観衆＝320人超満員札止め）
初公開！トーナメント優勝者の焙煎、小猪木とのタッグで自己アピール！

真・下町プロレス『５周年記念前夜興行』
埼玉・越谷ケロベロス道場
平成22年（2010年）８月29日（日） 試合開始13時（観衆＝30人）

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（８分21秒 体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※バックドロップ２連発で危なく逆転勝利！

ユンボ安藤

＞第１回GO-1グランプリトーナメント１回戦（５分１本勝負）
○Ｓランド（１分39秒 判定）箕島 大樹●
※試合で負けても内容重視！審査員の判定で決着が着くというルールの
トーナメント戦！箕島が強引な片エビ固めでフォール勝ちするも５－３でシ
ュウソウが判定勝ち！審査員はガラ、ユンボ、川本、青木美沙子、小猪木
、ヤング、新井健一郎（ドラゴンゲート）！

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦１回戦
○見た目が邦彦（２分46秒 首固め）じっちゃん●
※一瞬の隙をついての丸め込み！

Ｊ・スニーカー（９分34秒
じっちゃん
○Ｇ 小 馬 場 片エビ固め） 見た目が邦彦●
※全西コンビ、小馬場のスーパー16文で勝利！

カズミファイブ

＞タッグマッチ
○Ｍ ・ コング
ことね●
Mr.マジック（５分０秒 エビ固め） Ｓわか
※不可解！わか、突然にあんなに仲良かったことねを裏切り、ｎＷｄ入り
！水面下でわかとマジックが大学の同級生という事で結託していた！

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦１回戦
○Ｇ 小馬場（４分40秒 体固め）長州 小力●
※バックドロップを切り替えしてフォール！小力まさかの１回戦敗退！
小馬場、小力に大きな初勝利！

吉瀬晶子

＞シングルマッチ
○けんちゃん（７分42秒 体固め）よしえつねお●
※鉄板の上にダイビングヘッドをさせてフォール！

東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ『激流！西口プロレス特別興行東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ大会第５戦』
東京サマーランド屋外プールサイドステージ

＞西口プロレス真夏の1DAYトーナメント戦１回戦
平成22年（2010年）９月20日（月） 試合開始11時15分（観衆＝1000人）
○焙煎ＴＡＧＡＩ（４分９秒 体固め）Ｄ・クサイ●
※肉弾戦、豪快にドンの巨体をランニングネックブリーカーからフォール！ ＞タッグマッチ

エール橋本

西口ドア『西口ドア一周年記念興行第三弾』
東京・新宿ロフトプラスワン 平成22年（2010年）８月23日（月）
試合開始19時30分（観衆＝120人超満員）

＞タッグマッチ
じっちゃん
Ｊ・スニーカー
○Ａ 小猪木（11分45秒 卍固め）見た目が 邦彦●
※小猪木も見た目がに雪辱！小卍固めで勝利！

【西口あらかると】
ミスターぽっぽＴＶ出演！
8月28日(土)千葉テレビ「土曜BangBang!」に出演!ネタを披露した!

西プロ、スカパー２時間絶賛放送中！

※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!!

小猪木、週刊実話！
『週刊実話』九月三十日号の「NEWS撮って出し１週間」の
コーナーに、小猪木が格闘技イベント『グラジエーター』
出場記者会見の模様が掲載された！

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
三平＆倉富連載中週刊少年チャンピオン読者ページ
コーナー（ゲスト：9月14日桜塚やっくん）などなど盛り沢山の内容！
『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！

三平、倉富『週刊少年チャンピオン

ユンボ、スカパー「ヴィーナース」出演！

小猪木、東京スポーツ！

9月7日（火）、スカパー２７５ｃｈ『ヴィーナース』に
ユンボ安藤が出演!日本を元気にする為に生まれた新橋系
アイドルグループ「ヴィーナース」が新橋駅でお披露目イベ ９月８日に発売された東京スポーツにストーカー市川と
対ハム・ソヒ秘密合同練習の模様が掲載された！
ント!そこで「新橋駅前司会者」としてユンボ安藤が登場!
再放送も多数オンエアされるので是非ご覧下さい!
.

MONDE21『ゲームレコードGP』優勝！

二郎 、週刊プロレス！

プライムライブ！
日時：10月19日（火） 会場：新宿永谷ホールFu前売：1,000円 当日：1,200円
開場：18:30 開演：19:00
ローソンチケットで発売中！（Lコード：33262）
出演：ブーブートレイン（ドン＆所々）､ガラ林

はみだしメロンちゃん 7玉目！
10月8日(金)『はみだしメロンちゃん 7玉目』
出演：ユンボ安藤×櫻井市長
19時30分開場/20時開演
入場料：1000円 会場：居酒屋西麻布ヒルズ
(渋谷区道玄坂2-20-26藤和エクシール道玄坂B1)
ご予約・お問い合わせnishiazabu-hills@docomo.ne.jp

お笑いライブ ファンタジア59!
日時：10月18日(月) 開場18:30 開演19:00
場所：お江戸上野広小路亭
料金：［当日］1,000円
出演：なべやかん、ユンボ安藤、世界のうめざわ、
三平×２、超能力少年ダイジ他

安藤道場一門会!

週刊プロレスNo1535とNo1537の「プロレス大好き芸人が綴る
プロレス大好きコラム！ハチミツ二郎のプロレスばっかり見 日時：10月19日(火) 開場18:30 開演19:00
MONDE21『ゲームレコードGP』の番組の#73「『ソンソン』ダブルス
☆ベストスコアバトル」でカイジマン（どてちん野崎）がアキラボ
てたら芸人になっちゃいました」が隔週連載中！並びに
場所：お江戸上野広小路亭
ーイとのコンビで優勝、#74な「『スカイデストロイヤー』夕日にな ＤＤＴ両国国技館大会の模様がNo1537号に掲載された！
料金：前売1,500円 当日1800円
るまでハイスコアバトル」ではみんな大好き岩ちゃんマン（どてち
出演：ユンボ安藤他
ん岩原）が優勝、#74「『デビルワールド』2人1組!目隠しハイスコ
アバトル」ではきくりんとのコンビでガラ林（ハイエナ坪井）が優
勝を果たした！#77「『もえろツインビー シナモン博士を救え！』
トリプル☆ベストハイスコアバトル」では岩ちゃんマンがTHEカレー
王、フジタとのトリオで優勝した！

益二郎、ユンボラジオ出演！
本日9月28日（火）ラジオ日本『宮川賢のおはよう！ スプー
ン』（朝6時30分～9時・AM1422kHz）のゲストコーナー（7時
30分～45分）に倉富益二郎、ユンボ安藤が出演した!

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！

10・９グラジエーター！

アントニオ小猪木が韓国女子キックボクサーと異種格闘技ルールで激突！外国人との激突は
ビッグバン・ベイダー戦以来だ！伝説の猪木対アリ状態は見れるか!?乞うご期待！
『GLADIATOR11』
日時：10月9日(土)開場15:00開始16:00
会場：ディファ有明
チケット：SRS15000円、RS10000円、
S8000円、指定6000円、自由5000円
異種格闘技戦 アントニオ小猪木vsハム・ソヒ（韓国）
実況：エール橋本、解説：ユンボ安藤

10・16 DEAF JAPANプロレスリングHERO!
聾唖プロレス団体HEROに西口プロレスが全面協力！

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
対抗戦第２Ｒを行う！
ナー「アントニオ小猪木の小元気ですか～っ!?」のゲストに8/24
グラップラーたかし、9/7HEY!たくちゃん、9/14ローズ、9/21椿かおり 10月16日（土）新木場1stRING
、見た目が邦彦が出演した！毎週火曜夜10時～11時絶賛生放送中！
17:30開場18:30試合開始
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」

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 』

『ゲラゲラ配信』
松尾 、
！
『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

小馬場、NEO女子プロレスDVD!
ＮＥＯ女子プロレス10周年記念興行に出場したジャイアント小
馬場、偽三田英津子（小馬場）が出場したＤＶＤが発売中！
『NEO SPECTACLE IN聖地後楽園2010.05.05～10周年記念大会～』
定価4800円

焙煎、バトラーツDVD!
焙煎が格闘探偵団バトラーツに出場したＤＶＤが発売中！
『バトラーツ10 3/14北千住大会【DVD】』
焙煎&間下隼人vsタイガー・シャーク&斎藤彰文
『バトラーツ10 5/16北千住大会【DVD】』
焙煎&タイガー・シャークvs二代目スーパー・タイガー&三州ツバ吉
『バトラーツ10 8/8ISAMIレッスル武道館大会【DVD】』
焙煎vs竹嶋健史 各2000円発売中！

Ｓ席4000円 Ａ席3000円
西口プロレス出場選手：アントニオ小猪木、ジャイアント
小馬場、ユダン・ハンセン、よしえつねお

焙煎ＴＡＧＡＩ、バトラーツ参戦!
10月24日(日)
１３時試合開始/北千住・シアター1010稽古場1
自由席5000円 指定席6000円

西口ドア第十一弾!
10/13（水）西口プロレスPRESENTS「西口ドア第十一弾」
【出演】
西口ドアメンバー
西口ドアガール:青木美沙子（カワイイ大使）
18：30開場/19：30開始
料金：（全席自由）2000円/当日2500円
1ドリンクオーダー制
会場：阿佐ヶ谷ロフトＡ
（お問い合わせ）西口プロレス事務局03-5308-1231
【対戦カード】
①ラブセクシー・ヤング＆蓑島大樹vsボーダーライン
②ワールドグレートドア世界一決定トーナメント１回戦
みんな大好き岩ちゃんマンvsザ・シロート・カブキ
③ミスターぽっぽ＆ミニ沢ミニ晴vsけんちゃん＆マザー・コング
④ことね＆シュウソウらんどvsＭｒ．マジック＆シャッターチャンスわか
※恐怖の同級生デスマッチフェア「秋で戦うデスマッチ！！」
⑤ワールドグレートドア世界一決定トーナメント１回戦
小蝶野正洋vs坂本ガソリン
⑥ワールドグレートドア世界一決定トーナメント１回戦
ばってん多摩川vsよしえつねお
運命のいたずらか、カードはどれも番狂わせ必須ばかり！初めての
リングでの大会となる12月19日（日）新木場大会でドア初のチャン
ピオンベルトを巻くのは一体誰なのか!?乞うご期待!

『天才ダイナマイトのテレビが出る元気！』
東京ダイナマイトPresents
『天才ダイナマイトのテレビが出る元気！』
【日程】10月14日（木） 21:15～22:15 （開場 21:00）
【会場】神保町花月
【出演】東京ダイナマイト(ハチミツ二郎＆松田大輔)、
カナリア、2700、他
【チケット】前売：1,000円 当日：1,200円

西口寄席！
9月の優勝は「どてちんレンジャー」(カイジマン&みんな大好き岩ちゃんマン)！でした。
■日時: 10月10日（日）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）
■10月10日（日）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：10月4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.171
■日時：10月20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、

三平、見た目が、芝居！

猫ひろし、横須賀歌麻呂、ぴんぽんず最高川本、ヲタル他

９・２８（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/

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)

