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激突！ＩＷＧＰ王者 組 vs西口王者 組 ！ 12 月号
▼これが光り輝く IWGP のベルトだ !

西口ＤＸプロレスが記念すべき第10回を迎えた。今回の目玉はものまねプロレ
スまねんのか！のエース・神奈月とユリオカ超特Ｑ、元ハッスル並びに新吉本プ
ロレスのエース・レイザーラモンＲＧの登場だ！正にお笑い芸人レスラー祭りと
言っても過言ではない。西口マットに集結した！そして最大の目玉は現役ＩＷＧ
Ｐジュニアタッグ王者組の登場！飯伏幸太＆ケニー・オメガのゴールデン☆ラヴ
ァースは“日本とカナダの路上王”と呼ばれている。西口登場近しと言われた飯
伏の西口マット初登場、オメガの西口マット海外レスラー初上陸は第10回に相応
しい大会となった（渋谷大会カメラ：宮木和佳子）。
▼ケニー、実況席で小
猪木を軽々持ち上げ、
客席に投げつけた !

▼それぞれのベルトを誇示！
王者組としてのプライドが衝突した！

今年５月西口ＤＸ第９回大会メインのアントニオ小猪木対天龍源一
郎戦は小猪木の歯が２本折れるという壮絶な試合を演じ、西口史上
最大の名勝負と言われた。今回は第 回という事と前回を越える試
合をできるのかという事、誰を呼ぶのかという話題がファンや関係
者の間で飛び交っていた。小猪木の相手には天龍とはタイプの違う
ファイター（外国人選手や女子レスラー、または異種格闘家）との
対戦の話も浮上する。同時に前ＤＸでは、セミ前からセミファイナ
ル昇格したハチミツ二郎。見た目がと組んでプロレス界の王座ＣＭ
ＬＬ認定ＫＯ Ｄタッグ王座に挑戦し、これまた名勝負を残した。
７月に二郎は王者・高木三四郎の所属するＤＤＴの大イベント両国
国技館大会にも出場し、着実にプロレス界にも実績を残す。その二
郎とＤＤＴのパイプラインから飯伏幸太（ＤＤＴ）と来日中のケ
ニー・オメガ（カナダ）の参戦が決定した。当初、二郎のパートナー
は見た目がが予想されたが、小猪木の対戦相手が難航する中、二郎
は小猪木とのタッグで７月の西口タッグトーナメント優勝、９月に
は西口タッグ王座も奪取している流れから、小猪木を指名した。小
猪木は過去ＤＸでは全てシングル戦。しかし天龍とは違った対 世
紀レスラーとのタッグ戦に呼応した。だが、ネームバリューを考え
ると当初飯伏＆オメガ組が天龍に比べたら弱いのは否めなかった。
だが、カード発表から３日後、飯伏とオメガは新日本プロレスで、
日本プロレス界を代表する王座・ＩＷＧＰジュニアタッグを獲得。
最高峰の王座を持参して西口マットに乗り込む事が決定した。これ
で天龍戦に並ぶ仰天カードとなり、西口ＤＸにも一気に箔が付いた。
そうなると現ＩＷＧＰ王者組対現西口王者組の王者対決となる。だ
が、王座戦はＩＷＧＰコミッショナーから認可されず、試合はノン
タイトル戦となったが、飯伏は「ダブルタイトル戦のつもりで闘
う！」と宣言。この試合実現のパイプとなった二郎、だが大事な仕
事はこれからだ。先発は小猪木と飯伏。小猪木と平成レスラーは手
が合わないとも言われていたが、緊迫感ある攻防を見せる。続いて
ＤＸ初メインの二郎も大張り切り。レスラー二人をボディスラムで
投げたのには会場が沸いた。だが、ＩＷＧＰ王者組も飯伏の鋭い蹴
りや外国人西口マット初登場となるオメガのラフ殺法に小猪木が捕
まってしまう。何とか凌いで脱出すると場外戦に持ち込んだのは西
口王者組の方だった。二郎がダイブすれば、小猪木もエプロンから
ダイビングキック。だがＩＷＧＰ王者組の真骨頂が始まった。過去
に路上デスマッチで橋の上からや電話ボックス上等、どこからでも
見せる空中殺法は 「
路上王」とも言われ、この会場を縦横無尽に活
かす。中でも飯伏のステージ上の放送席からのムーンサルトアタッ
クは度肝を抜いた。西口軍のセコンドを盾にしたとはいえ、ダメー
ジを負ってしまった西口組。オメガが西口ナビガールの大原かおり
にちょっかいを出してる間に何とか蘇生する。小猪木は力を振り
絞っての猪木殺法爆発。「猪木」を知らない飯伏に見舞った猪木殺
法は新鮮だった。飯伏も全身で受け止めていた。小猪木が延髄斬り
をぶち込んだ後、二郎はＦＵ。更に小猪木が新技の花道スワンダイ
ブ式ミサイルキックを放てば、二郎はトドメにスワントーン。だが、
カウント２で返された。もう一発狙おうと二郎がコーナーに登るが、
飯伏はバック宙オーバーヘッドキック。更に原爆固め。虫の息の二
郎は最後に飯伏のフェニックススプラッシュを喰らってしまい万事
休す。試合が終わってしまった。第９回と比較されたこの試合も、
また一味違った内容に早くも名勝負と高評価。敗れはしたものの小
猪木も二郎も自信になったはず。西プロの意地を見せた試合であっ
た。だが、第 回にして西口ＤＸのレベルが上がり過ぎている。再
び己の力や才能を再確認して、西口らしい試合運びをしなければな
らない。
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１０・２５渋谷大会《西口 DX》
＞タッグマッチ
オメガ ( カナダ )
二 郎●
○飯 伏 (ＤＤＴ)ＶＳ小猪木

の競演！

▼小猪木の小卍固め、二郎のひまんじ固め

▲小猪木 ( 上 ) 花道から
▲飯伏のフェニックススプラッ
スワンダイブミサイルキック ! シュに会場は熱狂した !
▲飯伏 , 放送席から飛んだ ! ▲二郎、ケニーをﾌﾞﾚｰﾝﾊﾞｽﾀｰ!

－
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12月大会 第９回西口プロレス最強タッグ決定リーグ戦優勝戦

12 月 22 日（水）会場 : 新宿ＦＡＣＥ 18:30 開場 19:30 試合開始 前売：指定席 2500 円自由席 2000 円（別途ドリンク代 500 円）
（当日は +500 円）
チケットぴあで 11 月 30 日（火）発売！ 0570-02-9999【Ｐコード 817-282】 お問い合わせ：西口プロレス事務局 03-5308-1231

12･4TRIBELATE新宿大会､12･12小力全日初登場!F-1タッグ挑戦!､12･19西口ドア新木場大会

試合中突然の入場
テーマと共に馳浩
登場！

▼珍しく嬉しそうな表情のローズ（右）！

１０・２５渋谷大会《西口DX》
＞シングルマッチ
○Ｒ ＧＶＳローズ●
(吉本興業)

珍事件後に二人は結託!?

▲ローズ（下）のロメロスペシャル!

元ハッスル並びに新吉本プロレスのエース・
レイザーラモンＲＧ（吉本興業）が西口ＤＸに
連続出場を果たした。前回はＨＧとのタッグで
ローズ＆ヤング組と激突し、ハードゲイタッグ
頂上対決を制したが、やはりＨＧの足が万全で
はないということでＲＧ単体で登場した。ＲＧ
も天龍、曙、川田利明、タイガー・ジェット・
シン、アブドーラ・ザ・ブッチャーなど、一流
プロレスラーと激突している。今大会は小猪木
対ＲＧのシングルの話も浮上していたが、ここ
はローズがシングルで名乗り。ローズは西口ヘ
ビー級王座を賭けると宣言したが、やはりＤＸ
ではノンタイトルという暗黙のルールがあり
（ＤＸゲストにタイトル移動した場合、スケ
ジュール調整など、場合によっては選手権が組
めなくなるなどの理由で）、ノンタイトル戦に
。
…西口王座３年５ヶ月保持したローズが勝つ
か、ハッスルで実績を作ったＲＧが勝つか。ま
ずはローズが入場。ＲＧの入場前に珍事件が起
きた。酔っ払いの客が闖入（ちんにゅう）して
きた。セコンドが応急処置し、闖入者を強制退
場。いよいよＲＧの入場だ。ＲＧはいつもの出
で立ちでなく、アバターの格好をしての入場
も、またも闖入者かのような空気になり、前回
の華々しい入場とは違って重い空気の入場に
なってしまった。この試合は大一番だ。西口対
ハッスル、また、西口対新吉本プロレスという
見方もある。ＲＧが呼び寄せるのか、このよう
な珍事件がよく起きる。そんな空気の中、ハッ
スルまたは吉本の爆弾男ＲＧ対西口ヘビー級王
者ローズのゴングが鳴った。調子に乗るＲＧに
対し、ローズはキス攻撃。ゲイ頂上対決とも言
われている二人の対決も何故か、ＲＧがキス攻
撃をリアルに嫌がる。そのままローズは場外
戦、急所への集中攻撃とペースを持っていく。
ＲＧも生尻攻撃で反撃。何ともこのゲイ対決、
いやらしい攻防と化してきた。ＲＧもハッスル
で培ったラフに転じた。アバターのマスクをレ
フェリー・ポーク林に被せて視界を封じると
ローズを帯で絞殺。空かさずの倒立式逆さ押さ
え込みで逆転。受け身の定評のあるＲＧの逆転
必勝パターンで勝利をした。このゲイキャラ同
士、肉体を交えた試合後、意気投合。ラブセク
シーとレイザーラモンが共闘したら恐ろしいゲ
イ軍団が集結してしまう。今後の動向に注目
だ。

▲ＲＧ（左）の拝み渡り！

▼

▼ﾌｨﾆｯｼｭ前,ＲＧ､ポーク(右)に目隠しするという暴挙に出た!

ものまねプロレスまねんのか！のエース神奈月（太
田プロ）が西口ＤＸに登場した。長州小力は今までダ
チョウ倶楽部、ザ・たっちなど、数々のまねんのか系
選手を撃破してきた。今回エースの神奈月がいよいよ
登場する。パートナーは藤波辰爾ものまねでお馴染み
ユリオカ超特Ｑ（トップカラー）。小力はパートナー
に見た目が邦彦を指名。以前、見た目ががＴＶ番組で
藤波ものまねをしていた事に対し、ユリオカは怒りを
露出。小力はそれを知っての見た目が起用だったが、
今回は見た目がはそれを回避し欠場。藤波細巳に出て
欲しかったが、三沢が光晴が代打出場した。神奈月、
ユリオカ共に西口登場は旗揚げの年の９年前に神奈月
は乱入劇、ユリオカはゲスト解説で登場しており、試
合をするのは初である。さていよいよゴングだ。先発
は三沢がと武藤敬司扮する神奈月。三沢光晴対武藤敬
司の夢の対決が甦る。続いてユリオカ藤波対長州小力
の藤波対長州力代理対決。これも 年代の名勝負数え
唄が甦る。神奈月は長州力にも扮し「長州ものまねは
俺が先！」と元祖対本家の対決まで実現した。神奈月
は馳浩、井上陽水、石原良純と次々にものまね殺法を
１タッグ王者の真骨頂だ。この戦法で相手
連発。Ｆ －
を撹乱し、数々の防衛を重ねてきた。だが、ここでロ
ンリーバトルになってしまったユリオカ。神奈月は再
び武藤に戻り三沢がにＳＷからの足４の字固めを決め
るが、試合の権利は小力とユリオカ。ユリオカがドラ
ゴンリングインした瞬間を小力がすかさずラリアッ
ト。なんと今回危ういと言われた西口軍がまねんのか
軍に勝利した。神奈月は ・ 全日本プロレスのＦ
１タッグ王座挑戦に小力を指名。プロレス界に一線を
引いていた小力がとうとう他団体で試合をする事が決
まりそうだ。今回は小ネタに走らず、プロレスをした
小力だが「西口マットにもっとお笑い要素を！」と掲
げる小力の最大の理想のお笑いプロレスをＦ １タッ
グにはぶつけられそうだ。並びに見た目がとユリオカ
の持ち越された因縁も含め、どうやらこの因縁スクラ
ンブルはまだまだ終わりそうにない。
▲最後は4人で手を取り合い、大団円で幕を閉じた！
▲試合後、あの名曲「マッチョドラゴン」を熱唱！

▲神奈月(左)の申し出を小力は快諾し､そして握手!
▲神奈月(左)とﾕﾘｵｶ(右)同時にドラゴンスクリュー!

▼小力のラリアットが勝負の決め手に

▼三沢が（右）、ユリオカにドロップキック！

石原良純まで登場し、会場が和んだ！

ユリオカ超特Ｑ

神奈月

藤波辰爾扮する
武藤敬司扮する

(2)
▼対戦相手に比べ質の悪さに誰もが
一抹の不安を覚える代打三沢が(左)!
▼お笑いプロレス界で最も名の知れた二人
の登場に会場は沸いた!

▼井上陽水（右）登場！

▲長州vs長州！！鏡合わせの対決が西口マットで実現した!

１０・２５渋谷大会《西口DX》
＞タッグマッチ
三沢が
ユリオカ(トップカラー)●
○小 力ＶＳ神 奈 月(太田プロ)
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▼ローズ優勢が続いた!

レイザーラモンＲＧ
▼見よ、このリアクション！

▲ローズ、ポーク（左）を使ってＰＴＦ!

▼入場時はアバター!

▲序盤からＲＧにローズ(右)はキス攻撃!

▼

西口ＤＸレギュラー参戦中の弾丸ジャッキー（ニュースタッフエ
ージェンシー）。今回は第三試合に繰り上がった。当初、牙一族
との初のゲスト対決がだったが、カード変更されて弾丸が苦手と
した焙煎ＴＡＧＡＩとの再戦が決定した。今回、焙煎のパートナー
はばってん多摩川。西口ドアのエースであり、パワーとスピード
を兼ね揃える選手だ。先発は自衛隊出身の武田テキサスと焙煎。
早くも緊張感が走る。正にテキサスのスピード対焙煎のパワーが
ぶつかり合う。テキサスはパワーをいなして自衛隊綱渡り式タッ
チで脱出。次は体操出身の松雪オラキオ対焙煎。オラキオが苦手
な思い出がよぎる中、ここはばってんがタッチ強要する。ばって
んとロープワークの攻防からオラキオは一回転ドロップキックを
見舞うも体重差でオラキオは顔面から着地をしてしまった。また
も悪夢が甦る。その悪夢とは前回の試合で、オラキオの空中殺法
が焙煎にことごとく交わされたり、チョップの連打を喰らって内
出血を起こされたりの痛い悪夢だ。ここで焙煎が出てきた。オラ
キオはやはり劣勢を強いられる。だが、ダブルブレーンバスター
をうまく交わすと弾丸得意の場外空中弾のチャンスが訪れた。こ
こで逃げたら弾丸らしいファイトに精彩を欠くことになる。二人
は勇気を振り絞ってダイブを連射した。今回はうまく決まった。
リングに戻ると水を得た魚の如く、次々と華麗なる技を決める。
最後はテキサスのサマーソルトキックを焙煎に決めるとオラキオ
はばってんにトドメのオラキオスタープレス。今回の勝利には何
故か感動すら覚えた。弾丸も一皮も二皮も剥け、格好よく大きく
見えた。

序盤は緊迫の攻防 ! パワーの焙煎 ( 右 )、テキサスを持ち上げる !

牙一族、技術向上もまさかの敗退！

１０・２５渋谷大会《西口ＤＸ》
＞タッグマッチ
オバサン キバジ(牙一族=サンミュージック)●
○Ｋ Ｉ ＤＶＳ兄 者(牙一族=サンミュージック)

▲

牙一族、強引なダブルの
ブレーンバスター！

▲牙一族の合体エルボー！連携技で来た !

▲オバサンの布団ラリアット！

▲今回、3 度目の出場となる牙一族。プロレス
が上手くなり風格すら出てきたように思える !

ＲＧが元ハッスルで神奈月がものまねプロレス出身の芸人レスラーなら、
この牙一族（サンミュージック）と弾丸ジャッキーは西口の生え抜きゲスト
の芸人レスラーだ。弾丸も９割西口ＤＸに出場してる中、次に多いのが牙一
族。ＤＸ３度目の出場となる。この大会の当初のカード発表では第一試合で
弾丸ジャッキー対牙一族というカードが発表されていたが、西口ＤＸのコン
セプトは西口レスラーが対レスラー、格闘家、タレント、芸人 誰
…とでも闘
うというのがテーマ。西口マットで西口以外同士のカードにクレームが多数
あり、このカードを解体した。そこで牙一族に名乗りを挙げたのはＫＩＤと
ザ・オバサン。第一試合でのカードとして決まった。今までの第一試合は弾
丸だったが、今回は牙一族が務める。試合内容では弾丸には負けられないと
いう牙一族のやる気も見えた。プロレスがメキメキと上達していた牙一族。
連係も冴え渡り、試合内容ではＫＩＤ＆オバサンを圧倒していたが、終盤に
ＫＩＤが反撃。キバジにシュバインからフライングボディプレス、更には超
前方回転エビ固めが綺麗に決まりカウント３。兄者のカットも間に合わず、
牙一族がまさかの敗退を喫してしまった。ＫＩＤは「キャリアの差を考えた
ら負けられなかった」とコメント。牙一族も今回は敗れてしまったが、勝て
ない試合ではなかったはず。プロレスは慣れてきた時に落とし穴がある。そ
こを反省し、次も完全無欠な牙一族復活に期待したい。

▲

お笑いのネタ番組ではお馴染みになったもの
いい（吉本興業）。プロレスに関しては全くの
未知数だが、漫才やコントを見ていると小気味
よいリズムの芸がプロレスにも向いていると予
想できる。吉田サラダは百キロ近くあるが、キ
レがあり動ける。横山きよしの方は体脂肪率
％というボクサーのような体型だが、スピー
ドとスタミナがあるかが注目される。それにし
ても横山きよしとは 伝
…説の漫才師・横山やす
しと西川きよしを併せた名前で、これが本名と
は恐れ入る。伝説の男になるか。対する西口軍
はジャイアント小馬場とラブセクシー・ヤング。
何故か軍団越境タッグを組まされた。怖いのが
仲間割れだが、入場の際、固い握手を交わした。
先発は小馬場とサラダ。サラダのご機嫌ファイ
トは早くも客のハートを掴み、組む瞬間に交わ
しての一ギャグ、一アクションからの一ギャグ
は小馬場を撹乱させ、その間とテンポで会場も
沸かせてみせた。トリッキーでも西口にはない
リズミカルなタイプだ。ヤングとのトリッキー
対決では正面からのクロスチョップの連発で、
今度はパワーで圧倒する。横山も続いてクロス
チョップ。だが、闘いのリズムに隙を生み、ヤ
ングに捕まってしまう。やはり西口軍は細身の
横山に照準を合わせたか、いい流れが見えてき
た。だが、サラダの好救出から、ものいいの連
係技が爆発する。ヤング得意技のオクラホマミ
キサーをダブルで敢行したり、袋叩き式ストン
ピング、合体ブレーンバスターと勝負に出る。
しかし、最後のサンドイッチラリアットを交わ
したヤングは小馬場にタッチ。小馬場はこのま
ま勝負に出た。すかさずのスーパー 文キック
をまずはサラダに激砲。次に横山にはフェイン
トの時間差 文キックで爆殺し、西口軍が勝利
した。吉田サラダのトリッキーなリズムは西口
マットに向いていた。サラダも新たなる「お笑
いプロレス」の表現者かもしれない。
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１０・２５渋谷大会《西口ＤＸ》
＞タッグマッチ
ヤング
横 山(ものいい=吉本)●
○小馬場ＶＳサラダ(ものいい=吉本)

ものいい、ヤングの技を盗み合体攻撃

▲オラキオスタープレスは感動を生んだ！
▲オラキオのＹ字式
かかと落とし！

▲珍しく着地に失敗し、
顔面を強打！痛がるオラキオ !

１０・２５渋谷大会《西口ＤＸ》
＞タッグマッチ
テキサス(弾丸ジャッキー=NSA) ばってん●
○オラキオ(弾丸ジャッキー=NSA)ＶＳ焙 煎

弾丸ジャッキー、何故か感動の空中弾！
▼ロープを自衛隊式で渡るテキサス !
▼ＤＸレギュラー弾丸ジャッキー !

▲フィニッシュとなったのが小馬場の時間差式１１文！
▲「少年 A…ちがうかー！」ロープをネタに使う吉田！

11

▲余りに細い横山（左）のクロスチョップ！！
▲プロレス中も軽妙なネタとトークで大いに盛り上げた !

小馬場とヤングが一夜のタッグ！
▼

ものいい初登場！

▲小馬場渾身のフォール !!
!?

５

苦手焙煎組 から勝利！

▲最後は KID が決めた !

【西口激闘ダイジェストⅠ】

見た目が邦彦が敵地でシングル王座を奪取した。見た目がにとってシングルは初載冠となる。焙煎
ＴＡＧＡＩもバトラーツで三州ツバ吉に勝利！西口プロレスシングルトーナメント優勝の焙煎と準優勝
の見た目がが、ここに来て一気に飛躍を成し遂げようとしている。そしてばってんは５月にボコボコに
された因縁の宮本和志と一騎打ち！他団体で各選手が活躍を見せた秋の西口戦士がここにいた！

見た目が、敵地で悲願のシングル王座奪取！ 焙煎、グラップリング一本勝ち！ 好調焙煎、小猪木に惜しくも敗退！

見た目がが真・下町プロレスに参戦して約１年、いつの日か下町無差別級王座に挑戦す
る日を夢に描いた。王者は下町ダァー（真・下町）。蟹Ｋ☆ＩＮＧを破り、新王者となった
ダァーの初防衛戦。序盤は静かな立ち上がりから見た目がが挑戦者らしくバックドロップや
フットスタンプで攻撃開始。ダァーも王座を奪った卍固めで勝負に出る。何とか返した見た目
がにトドメの延髄斬り。２発目を交わした見た目がは原爆固め。これは返された。先に立ち上
がった見た目がは決死の見た目がクラッチ。セコンドのマザーが布でダァーの目を隠し、目
をくらますとカウント３が入り、見た目がが勝利。「反則かＴＫＯだろ！」とダァーの抗議も虚し
く王座移動が認められ、見た目がが悲願のシングル王座奪取した。しかも他団体のベルト
だ。西口シングルトーナメント準優勝者の見た目がが日の目を浴び、とうとう無冠の名を返
上した（カメラ：堕天使）。

▲三州に勝って、バトラーツでの
貴重な一勝となった焙煎

１０・２４北千住大会《バトラーツ》
＞グラップリングルール
○焙 煎ＶＳ三 州●
(バンプマン)

焙煎が定期的にプロレス団体バトラーツに参戦している。若手レスラーとバチバチやっ
ている。ライバルも増えてきた。前回の９月にタッグマッチで三州ツバ吉（バンプマン）とや
り合った際、因縁が勃発。シングル戦のカードが組まれた。試合はグラップリングルール。
打撃禁止の組み手のみのルールだ。関節技か絞め技のみ有効となる。寝技を得意とす
る焙煎。寝技大会でも優勝経験のある焙煎は三州を追い込む。三州も体が柔らかい。ロ
ープエスケープは５回まで有効で、三州をようやく追い込んだ。試合時間は15分。残り数
分という中、最後は押せ押せの焙煎が、羽根折り腕固めでギブアップを奪い、勝利した。
焙煎の勢いも死んでなかった（カメラ：バトラーツ）。

▲

焙煎に惜しくも敗れた三州ツバ吉

▲

小猪木︵中︶と焙煎︵右︶はクリーン
ファイトを展開！
レフェリーはジェントル高久が務めた！

▲

１１・１２大袋大会《真・下町》
＞下町無差別級選手権
＜挑戦者＞＜王者＞
○見た目がＶＳダァー●(真・下町)
※見た目がが第８代王者となる！

下町ダァー︵左︶は
見た目がにキラーチョーク
スリーパー

プロレスのベルト初奪取の見た目が！長期政権に期待！

▲

１１・２横浜大会《KING'S》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ焙 煎●
プロレスラーの二瓶一将プロデュース興行ＫＩＮＧ’Ｓに小猪木と焙煎が一騎打ち
を行った。ＫＩＮＧ’Ｓは格闘技イベント。興行タイトルにも『路地裏喧嘩試合』と書い
てあるくらいの喧嘩格闘技イベントで、最近はこのような興行も増えている。小猪木対
焙煎の試合のルールは通常の西口プロレスルールだ。ある意味、最近、好調の焙煎
が小猪木の首を狩れるかという注目の一戦だ。焙煎も西口シングルトーナメント優勝
後、小猪木に９月に東京サマーランド大会で敗退。今回、リベンジに燃えたが、百戦
錬磨の小猪木が焙煎の猛烈なパワーを凌いでの延髄斬りで逆転。小猪木に凱歌が
挙がった（カメラ：吉瀬晶子）。

因縁！ばってん対宮本和志、一騎打ち！ 見た目が、プロレスラー矢野啓太に敗退！ 下町王者・見た目が邦彦、長野上陸！
１１・４新木場大会
《佐野直興行》
＞シングルマッチ
○宮 本ＶＳばってん●
（和志組）

▲無理矢理絞り上げられ
ギブアップしたばってん！
宮本和志強し！
一方的に攻められる
ばってん！
5月27日のグレートプロレスに参戦した際、タッグマッチながら宮本和志
(和志組)と対戦したばってん。その試合でばってんは、大流血の末、パンチ＆
キックでボコボコにされ敗北。今回、その執念を晴らすべく、シングルマッチが
決定した。試合は場外戦や激しい攻撃で、防戦一方のばってん。しかし、何度
も立ち上がり、宮本に食い下がる。客席にもそれが伝わったのか、場内大ばっ
てんコール。残念ながら最後は逆片エビ固めで無念のギブアップ。しかし、試
合が終わればノーサイド。闘いが終わり、互い認め合った２人は、朝まで酒を
酌み交わしたという（カメラ：くれりん）。

▲矢野（左）と見た目が（右）は
なんと年齢差15歳！
二人の闘いは、年齢関係なく
会場を盛り上げた！

１１・４新木場大会《佐野直興行》
＞シングルマッチ
○矢 野ＶＳ見た目が●
(バトラーツ)

▲つねお（左）と見た目が（右）は １１・２１長野大会《真・下町》
蟹☆KINGのマスクに手をかける ＞タッグマッチ
非情な攻め！後ろは水上レフェリー！ パ パ(真・下町)
つ ね お●
○ 蟹 (真・下町)ＶＳ見た目が

当初、見た目が対キラ☆アン対矢野啓太（バトラーツ）の３ＷＡＹマッチだったが、
カードが変更となり、見た目が対矢野の一騎打ちとなった。矢野はバトラーツでも活躍
するホープで焙煎とも幾度か対戦している。矢野はウェイトが軽い方でもやはり、プロ
レスラー。西口内でも軽量の見た目がは苦戦を強いられた。バトラーツ仕込みの寝技
にも苦戦する。レスラー殺しの見た目がクラッチも決められず、最後はローリングクレイ
ドルホールドに敗退してしまった。10日後の14日は真・下町プロレスで下町ダァーの
持つ下町無差別級王座に挑戦する。大事なタイトル戦の前に不安が立ち込める一戦
となってしまった（カメラ：三浦さん）。

下町無差別級王者として見た目が邦彦が蟹Ｋ☆ＩＮＧ自主興行長野大会に乗
り込んだ。しかも相手は蟹Ｋ☆ＩＮＧ＆バカボンのパパ組の真・下町プロレスの最
強タッグだ。王者になってから見た目が邦彦も包囲網がひかれる。首を必死に狙う
真・下町プロレス軍。見た目がもパートナーによしえつねおを連れ添って挑んだが、
残念ながらつねおが蟹Ｋ☆ＩＮＧにカニクラッチを決められてしまい、西口軍が敗
退。試合には負けたが、見た目がの首を狩れなかった真・下町軍。今後、見た目が
に更なる包囲網が掛けられることに間違いないだろう。王者としてこの時期に強くな
らなければならない（カメラ：蟹江）。

▲

ばってんのパートナーとなった唯我

ばってん、和志組初参戦！ ばってん、ハッスル初参戦！ シャッターチャンスわか
▲ 恩人坂田「プロレスをなめるな」！ ハッスル初参戦！

１１・７新木場大会《宮本和志興行》
＞タッグマッチ
○SEIKEN(フリー)
唯我(フリー)
ア
ン
VS ば っ て ん ●

11月4日に行われた佐野直興行で宮本和志とシングルマッチを行い、敗れはしたもの
の、試合後意気投合し、宮本和志の自主興行に呼ばれることとなった。試合は地下プロレス
などで活躍する総合格闘家のＳＥＩＫＥＮ（フリー）と西口ドアにも参戦経験のあるキラ☆ア
ンが組み、学生時代は女子柔道の猛者だった唯我（フリー）とばってんが組んだ男女混合の
ミックスドマッチ。試合は、唯我がキラを圧倒する場面も見られたが、チャンスの時にばってん
が、タッチを強要。しかし、ばってんにかわった途端試合の流れが一気にかわってしまい、ＳＥ
ＩＫＥＮに蹴りまくられた挙げ句、フィッシャーマンズバスターに沈んだ（カメラ：K A）。

ばってん無念のギブアップ！
レフェリーは
中村祥之が務めた！

▲ばってんの対戦相手の
キラ☆アン（左）とSEIKEN（右）

▲

１１・２新木場大会《ハッスル》
＞3WAYマッチ
○佐野 ＶＳ S わか●
※もう一人はインディアン(フリー)

▼恩人坂田と対戦！
坂田は私服で登場！

１１・２新木場大会《ハッスル》
＞シングルマッチ
○坂田(ハッスル)ＶＳばってん●

▲インディアン(下)にM字開脚をするわか（中）！後ろでチャンスを伺う佐野！
当初、ゼロワンの若手選抜とのシングルマッチの予定だったが、当日出てきたのは、
ハッスルのボス坂田亘（ハッスル）その人だった。三年前に博多から上京したばってん。
右も左もわからない九州から出てきた田舎者を拾ってくれたのは、小池栄子の旦那でプ
ロレスラーの坂田亘だった。最近、プロレス界によく出入りしているばってん。プロレスを
なめるな、お前など私服でじゅうぶんだとばかりに、私服のままチョップ、張り手だけで
ばってんを攻める坂田。なんとか打撃を入れるばってんだったが、坂田の非情な攻めは
続き、逆片エビ固めで無念のギブアップ。恩人にお灸を据えられたばってんで
あったが、それは坂田なりのエール。今後のばってんに注目したい（カメラ：ハッスル）。

普段はキャットファイトを主戦場にしている西口ドアのシャッーターチャンスわか。
ばってんと同じくハッスル初登場。佐野直（国際Ｐ）とインディアン（フリー）と３ＷＡ
Ｙマッチで対戦した。試合は、得意のお色気でインディアンを挑発するわか。Ｍ字
開脚でインディアンを半失神させ勝利を掴んだかと思いきや、佐野がその好機を
逃さず、わかにバズソーキックを叩き込み、逆エビ固めでわかがギブアップ。わかは
ほろ苦いハッスルデビューとなった（カメラ：ハッスル）。

【西口激闘ダイジェストⅡ】

西口ドアのワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント戦が佳境に入ってきた。因縁のばってん対けん、こ
とね対わかの試合が注目される中、シュウソウがマジックに大金星！そしてことね対わかはドローで両者失格。急遽
敗者復活バトルロイヤルを開催した。ベスト４には小蝶野、シュウソウ、ばってん、そしてバトルロイヤルの優勝者
の４人が12・19新木場でドアの頂点を争う。その前のバトルロイヤルを制したのは一体…!?（カメラ：佐藤）

因縁！ばってんvsけん、初の一騎打ち！ シュウソウ、マジックから大金星！ベスト４入り！ ガソリン、滑り込み復活劇！奇跡のベスト４入り！
▲

因縁対決は壮絶な試合の末、ばってん︵右︶が制した！

１１・９新宿大会《西口ドア》
＞WGD世界一トーナメント二回戦
○ばってんＶＳけ ん●

シュウソウらんどがＭｒ．マジック
ばってん多摩川とけんちゃん
がトーナメント戦で初の一騎打
とトーナメントでぶつかった。シュウ
ちをした。実は二人はかつて正
ソウは旧西口ＤＯＯＲの一員で一
規軍の一員同士で、意見の食
度は退団するも昨年に電撃復帰。
い違いからリアルに仲間割れ。
今年の夏にはＧＯ－１グランプリト
けんは「奴は俺をバカにしてい
ーナメントを優勝。実績を一つずつ
る！」と激怒。沈黙を続けるばっ
上げている。だが、今回の相手は強
１１・９新宿大会《西口ドア》
てんは試合になると一撃一撃、
＞WGD世界一トーナメント
敵マジック。やはり、開始から苦戦を
敗者復活バトルロイヤル
いいエルボーを入れる。それを
強いられた。えぐい攻撃やイリュー
＜決勝戦＞
買うようにけんは得意の少林
○ガソリンＶＳつねお●
ジョン攻撃で誰もがマジックのベス
《敗退順》簔島、けん、ぼっち、マザー、
寺拳法の蹴りをぶち込む。今
ト４進出と思った瞬間、シュウソウは
ヤンキー、ガンジー、ミニ沢、Ｓ・カブキ、
回もケンカ試合となった。場外
わか、ことね、マジック、つねお（ガソリン
覆面を剥ぐ暴挙に出た。精神的ダ
を含めた14人が参加）※ガソリンが
での殴り合い、リングに戻って
メージを負ったマジックにシュウソ
優勝！トーナメントベスト４入り！
▲涙の復活！ベスト４入りのガソリン！
も野試合を展開。やはり、けん
ウが一瞬の隙をついての丸め込み。 ことねとわかの納得いかないドロー劇の両者失格で一枠空席となった為、敗者復活バトル
のセコンドのｎＷｄが加勢し
カウント３が入り大逆転。大金星を ロイヤルが急遽行われた。既にベスト４入りしている小蝶野、シュウソウ、ばってんは高見の見
た。しかし、ばってんもセコンド ▲最後はシュウソウ奇跡の丸め込みで勝利！
挙げた。マスクを剥がされ、敗北の 物となる。簔島はヤングとの死闘の末、当バトルロイヤルを棄権。まずはばってんとの試合直
後でスタミナ切れのけんが敗退、ぼっちはわかに場外アウト、マザーはミニ沢とステテコ兄弟
を付けており、全員で乱闘開
屈辱を味わったマジック。覆面剥ぎ の合体タイガードライバーで敗退。そのままヤンキー、ガンジー、ミニ沢も丸め込まれ敗退。
始。その間、ばってんボンバー
１１・９新宿大会《西口ドア》
の行為も反則だろとの抗議も虚しく、 Ｓ・カブキは数珠繋ぎ首４の字固めにギブアップ敗退。わか、ことね、マジックは場外心中失
格。残るはつねおとガソリンとなった。どちらが進出してもおかしくないが、最後は雷電ドロッ
がクリーンヒットし、因縁初対決 ＞WGD世界一トーナメント二回戦
シュウソウがベスト４入りを果たした。 プを決めたガソリンが優勝。トーナメントベスト４入りを滑り込みで果たした。またもチャンスを
○シュウソウＶＳマジック●
はばってんに軍配。ベスト４に
逃したつねおと今年急成長を見せたガソリンの運命を左右した一戦となった。
シュウソウ人気も急上昇だ。
12月ガソリンの下剋上優勝なるか注目だ。
コマを進めた。

▲わか（左）とことね（右）
のライバル対決は無効試合

１１・９新宿大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
マ ザ ー
ミ ニ 沢●
ガソリンＶＳＳカブキ
○小 蝶 野
つ ね お

１１・９新宿大会《西口ドア》
＞WGD世界一トーナメント二回戦
△ことねＶＳわ か△

タッグを組んできたことねとシャッターチャンスわかが今夏に
不自然な仲間割れを展開。その一騎打ちが早くもこのトーナメ
ントで実現した。序盤はわかのヒール殺法で苦戦することねも
後半はシャボン玉攻撃で反撃。試合は荒れ模様。終盤、女子
同士の罵詈雑言（ばりぞうごん）を浴びせたビンタ合戦に発展。
どちらかがＫＯ寸前の時に、何故か謎の３人の海賊男が乱入。
試合は無効試合となった。海賊男は二人を拉致。どうやら正規
軍でもｎＷｄでもなさそうだ。今回のトーナメントのルールはド
ローは両者失格となる。試合をぶち壊された二人の失格は本
人達が一番不本意だろう。ガスパ～は新たな軍団抗争に加わ
るのか不安が立ち込める。更に両者失格となった空席の一枠
は敗者復活バトルロイヤルで決められることとなった。

トーナメント中も軍団抗争が行われた。ドア正規軍からはよしえつねお＆ザ・シ
ロート・カブキ＆ミニ沢ミニ晴が出陣。対するｎＷｄは小蝶野正洋＆坂本ガソリン
＆マザー・コングの大型トリオだ。この試合はある意味、キャラクターや名前を見る
とは吉江豊＆ザ・グレート・カブキ＆三沢光晴対蝶野正洋＆サンダー杉山＆ア
ジャ・コングのプロレスオールスター戦にも見えるものだが、試合は如何に…。正
規軍はカブキが小蝶野を挑発。だがｎＷｄ軍はミニ沢をターゲットに試合を進め
る。三沢対蝶野を彷彿とさせるカードだったが、ミニ沢と小蝶野のウエイトの差が
出て、小蝶野が優勢に…。最後はガソリンとマザーがミニ沢を押さえ付けての小
蝶野のシャイニングケンカキックが顔面を捕らえ、ミニ沢を葬った。ミニ沢も小蝶
野に食らい付いていく根性を見せて貰いたいところだ。

【西口激闘ダイジェストⅢ】

▲

１１・９新宿大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○ヤングＶＳ簔 島●

ラブセクシー・ヤングが西口ドアで子分を探しに来ている。そこで目
を付けたのが、簔島大樹だった。ヤングサークルと命じられたヤングと
その仲間達の第一号となった訳だ。そのうち、あわよくばラブセクシー
入りとなるかだ。いつも力強さのない簔島。「プロレスは力ではない。リ
ズムだ！」と指導するヤング。師弟対決もまだ早いだろとの声もある中、
やはり「実戦で身につける」というのがジャイアント馬場の考え。それに
因んだかヤングが厳しい攻撃をする。最後はのびた簔島の上に土下
座の様に体重を掛けて乗っかる土下座式体固めで勝利。いっぱい動
いた簔島も少しは成長を見せたが、ヤングに言わせるとまだまだ…。
ヤングの指導にも期待したい。

▲

１１・９新宿大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
ぼ
っ
ち
ガンジー
○岩ちゃんマンＶＳヤンキー●

この後、岩ちゃんマンの華麗な
ドロップキックで試合に終止符！

▲海賊男（右）の乱入により
試合はノーコンテスト！

最後はヤング︵上︶の土下座式
フォール！で部員の蓑島から勝利！

▲

やはりnWdは強し！
対抗戦はnWdに
軍配！

ことね、わかドロー！両者失格！ 小蝶野、ミニ沢を圧倒！今後ライバル対決なるか!? 簔島に対し、鬼のヤングを見た！ 岩ちゃんマン躍動！ステテコ兄弟を粉砕！

第一試合は、みんな大好き岩ちゃんマン＆カールぼっち組対ステテ
コ・ヤンキー＆ステテコ・ガンジーのステテコ・ブラザーズのタッグマッ
チだ。10月のバンゲリングベイ恵比寿大会でデビュー２戦目にしてラ
ブセクシー・ヤングとボウズに勝利をしている。その実力はどうか試さ
れたが、今回は岩ちゃんマンが躍動し、二人纏めたドロップキックがみ
ぞおちをえぐり勝利した。ぼっちの遮断機式ギロチンドロップも中盤に
見せたが、使い用によっては山手線ラリアットと並ぶ必殺技になりそう
だ。今後の技の出すタイミングはぼっちのセンス次第となるだろう。

西口ドア勢が各地で活躍！小蝶野が「お笑いプロレスの神」と崇める小猪木と初対決！小蝶野のみならず、
タッグを組んだばってん、対戦したガソリンもこの後、ベスト４入りしている。小猪木の注入効果が
あるのか!?かたやシュウソウはマザーに真・下町でまさかの土！12月新木場ビッグイベント前に各選手の
心ははオーバーヒート寸前だ！

小猪木対小蝶野初対決！WGDベスト4が前哨戦！ シュウソウ黒星！プロレス界初のアドバンテージ戦実現！
マザー︵
下︶はシュウソウ
︵
上︶
にネック
ハンキングツリー

▲

１１・６メルパルク横浜大会
《スプラウト》
＞タッグマッチ
ばってん
ガソリン●
○小 猪 木ＶＳ小 蝶 野

▲ ガソリン（右）が見守る中
小蝶野（中）必殺STF!
ばってんは必死に耐える！

▲闘魂伝承の鉄拳を小蝶野（左）に
叩き込む小猪木（右）！

毎年、小猪木はスプラウトのパーティーにはリングアナの川本と出席し
ているが、今回は川本の提案で小猪木を絡ませたドアの試合をマッチ
メイクした。今回の目玉は小猪木と小蝶野正洋の初対決だ。師と仰ぐ
小猪木に対し、ｎＷｄのボスとしてどう挑むか注目された。試合はやは
りばってん対ｎＷｄの対決が主となるが、小猪木は小蝶野にぶち込ん
だナックルは凄かった。最後は坂本ガソリンを小卍固めで捕らえて勝
利。小蝶野はＷＧＤトーナメントベスト４の一人。12月は小猪木と絡
んだことが活かされるとよい。尚、ばってんとガソリンもこの３日後、ベス
ト４入りを果たした。やはり小猪木と絡むと闘魂が宿るのか。12月が楽
しみだ。尚、この試合に女子プロレスラーの高橋奈苗と昨年引退した
三田英津子も乱入した（カメラ：ＲＩＳＡ）。

１１・１２大袋大会《真・下町》
＞シングルマッチ
○マザーＶＳシュウソウ●
＞シングルマッチ再試合
○マザーＶＳシュウソウ●

真・下町プロレスでシュウソウらんど対マザー・コング
の一戦が行われた。シュウソウはこの３日前にマジックか
ら大金星を奪取し、更に８月はＧＯ－１グランプリトーナ
メントも優勝している。だが、マザーに首固めでまさかの
秒殺。シュウソウが再戦をアピール。試合はプロ野球の

▲マザー（下）にスピニングトー

ホールドをかけるシュウソウ（右）

クライマックスシリーズを意識してか、再戦を飲むマザーにプロレス界には珍しいアドバン
テージが付き、二本目のゴングが鳴ったシュウソウの丸め込みでタイに…。三本目。パワ
ーで押すマザー。劣勢を強いられるシュウソウ。だが、シュウソウラッシュで反撃するもスタ
ミナ切れ。マザーが延髄ラリアットから一斗缶被せての裏拳でカウント３。ＷＧＤベスト４
入りしているシュウソウがまさかの敗退を喫した。スタミナ切れを反省しないことにはＷＧ
Ｄ優勝も有り得ない（カメラ：真・下町プロレス）。

低迷つねお、久々の勝利もまだトンネル中！ ラブセクシー軍、不透明敗退！ シュウソウ、一回戦突破！
ドア初登場、小糸チクワ！
▲ 左からステテコ・ガンジー、

▲

１１・６メルパルク横浜大会
《スプラウト》
＞シングルマッチ
○つねおＶＳけ ん●

西口ドアの黄金カード！
けんちゃん（左）
対つねお（右）
今年３度目の対決。１勝１敗、
共に名勝負を残した。今回、序
盤は両者が牽制し合いの様子
を伺うも、つねおのパワー殺法
対けんちゃんの噛み付き対決
に…。そして激しい二人の頭突
き合戦に試合は白熱する。両
者、意識朦朧とする中、最後は、
けんがつねおの背後に回り、ス
リーパーホールドで落とすもの
の、そのまま背中から倒れこみ、
つねおの下敷きになる形で、痛
恨の３カウント。つねおのラッキ
ーな勝利となった。だが、これは
初対決の時と同じ決着…。相変
わらずのうっかりけんちゃん。同
じ様なつまらぬ黒星は喫して欲
しくない。つねおも完全復活に
はまだまだのようだ（カメラ：吉
瀬晶子）。

ラブセクシーボウズ、
ステテコ・ヤンキー！

１０・２３恵比寿大会
《バンゲ》
＞タッグマッチ
○ガンジー
ボウズ●
ヤンキーＶＳヤング

まだデビュー間もないステテコ・ヤ
ンキーとステテコ・ガンジーのステテ
コ兄弟が、ラブセクシー・ヤング＆ラ
ブセクシー・ボウズ組に挑んだ。試合
は終始、ラブセクシーペース。誰もが
デビュー２戦目のステテコ兄弟に勝ち
はないと信じる。どこまで挑めるかだけ
で充分だ。レフェリーはＴＲＩＢＥＬＡ
ＴＥでお馴染みの格闘技のレフェリ
ー、Ｍｒ．シーナ（フリー）だ。数々の厳
しいジャッジで裁いたシーナ。だが格
闘技の名レフェリーもプロレスルール
を把握しておらず、試合は有らぬ方
向に…。試合はステテコ兄弟が合体
ヒップドロップをボウズに決めたところ、
ヒットは甘かったもののシーナがカウ
ント３を叩き終了。まさかの勝利に本
人達も勝った気がしてないようであっ
た（カメラ：バンゲリングベイ）。

ＧＯ－１トーナメント優勝者のシュウソ
ウらんどがワールド・グレート・ドア世界一
決定トーナメントに出陣した。西口ドアで
最も強い者を争うトーナメントなのだが、
１回戦の相手は小糸チクワが登場した。
チクワはドア初登場で何故かトーナメント
にエントリーされていた。ドアも誰でも出場
できる団体のようだ。ただ、チクワも過去に
試合はしている（09年１月１日にラブセク
シー・ローズ＆ラブセクシー・乙羽屋とタッ
グを組んで小馬場＆三沢が＆サイア人
組と試合をしている）。試合の方は長期戦
となった。18分を過ぎた時にシュウソウが
ラリアットを決めてフォール勝ち。二回戦に
コマを進めた。チクワもドアの一員ならドア
の本戦に出て、存在をアピールして欲し
い（カメラ：せじけん店員）。
▲闘いの場は二人が勤める
バイト先！シュウソウ（右）は
チクワ（右）に逆水平チョップ！

１１・５幡ヶ谷大会《西口ドア》
＞WGD世界一トーナメント1回戦
○シュウソウＶＳチクワ●

＞シングルマッチ
○三沢が光晴（７分20秒 見た目が原爆固め）Ｙ・ハンセン●
※三沢が、ユダンに勝った！実況はカズミファイブとゲスト解説は
御殿場が地元のＢＢゴロー（トップカラー）が務めた！

実
平成22年（2010年）11月５日（金）

＞ワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント１回戦
○Ｓランド（18分23秒 体固め）小糸ちくわ●
※ラリアットからフォール！
スプラウト
『今宵の出会いに乾杯'2010』
神奈川・メルパルク横浜
平成22年（2010年）11月６日（土） 試合開始19時（観衆＝200人）

＞シングルマッチ
○棚卸 弘至（５分28秒 体固め）将軍ＫＹ●
※ハイフライフローからフォール！ゲスト解説は御殿場が
地元のＢＢゴロー（トップカラー）が務めた！

＞タッグマッチ
○Ｓ・ガンジー
Ｌ・ボウズ●
Ｓ・ヤンキー（６分21秒 体固め）Ｌ・ヤング
※ダブルヒップアタックからフォール！
レフェリーはＭｒ．シーナ（フリー）！
格闘探偵団バトラーツ
『'10・10・24バトラーツ北千住大会』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成22年（2010年）10月24日（日） 試合開始17時（観衆＝150人）

＞タッグマッチ
Ｔ・オバサン（９分12秒 超前方 キバジ(牙一族=サンミュージック)●
○Ｋ
Ｉ
Ｄ 回転エビ固め） 兄 者(牙一族=サンミュージック)
※ＫＩＤ逆転で牙一族に黒星！

＞シングルマッチ
○Ｒ Ｇ(レイザーラモン=吉本興業)（９分10秒
Ｌ・ローズ●
倒立式逆さ押さえ込み）
※ゲイ頂上対決を制した！

二瓶プロデュースKING'S『ZERO「山下埠頭路地裏喧嘩試合」』
神奈川・ベイサイド横浜
平成22年（2010年）11月２日（火）
試合開始18時（観衆＝400人超満員）
＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（8分56秒 体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※延髄斬りからフォール！
ハッスル『ハッスルマンズワールドスピンオフ「ジェッツ２」』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）11月２日（火）
試合開始19時30分（観衆＝150人）
＞3WAYマッチ
○佐野直(国際Ｐ)（5分36秒 逆エビ固め）Ｓ わか
※逆エビ固めでギブアップ！もう一人は、ジェロニモ(フリー)
＞シングルマッチ
○坂田亘(ハッスル)（6分40秒 逆片エビ固め）ばってん多摩川●
※初の師弟対決！逆片エビ固めでギブアップ！
佐野直自主興行『スタンリー２』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）11月４日（木）
試合開始19時30分（観衆＝300人）
＞シングルマッチ（20分１本勝負）
○矢野啓太（９分14秒 回転揺り篭固め）見た目が邦彦●
（バトラーツ）
※当初、見た目が、キラ☆アン、矢野啓太の３ＷＡＹだったが
変更！プロレスラー矢野のローリングクレイドルホールドで
見た目が敗退！

レフェリー

Ｓ・ガンジー
体固め）Ｓ・ヤンキー●

＞シングルマッチ
○Ｌ・ヤング（５分26秒 土下座式体固め）簔島 大樹●
※ヤング圧勝も簔島頑張った！
＞ワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント２回戦
△ことね（９分49秒 無効試合）Ｓ わか△
※３人の海賊男乱入により、無効試合！
トーナメント戦両者失格！
＞６人タッグマッチ
Ｍ・コ ン グ
Ｍ沢 ミニ晴●
坂本ガソリン（９分53秒 体固め）Ｓ・カ ブ キ
○小蝶野 正洋
よしえつねお
※ｎＷｄ合体のシャイニングケンカキックで、ミニ沢を葬った！
＞ワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント２回戦
○Ｓらんど（６分28秒 横入り式エビ固め）Ｍｒ．マジック●
※大劣勢も覆面を剥ぐ行為から幸いにもまさかの大逆転！
シュウソウがベスト４入り決定！
＞ワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント２回戦
○ばってん多摩川（６分16秒 体固め）けんちゃん●
※ばってんボンバーからフォール！因縁対決はばってんに軍配！
ばってんがベスト４入り！
＞ワールド・グレート・ドア世界一決定トーナメント敗者復活バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○坂本ガソリン（５分23秒 雲竜式体固め）よしえつねお●
《敗退順》
簔島、けん、ぼっち、マザー、ヤンキー、ガンジー、ミニ沢、Ｓ・カブキ、
わか、ことね、マジック、つねお（ガソリンを含めた14人が参加）
※ガソリンが優勝！敗者復活枠をゲットし、トーナメントベスト４入り！
12月の決勝トーナメント進出！簔島は当バトルロイヤルを棄権した！
真・下町プロレス
『笑わせすぎにつき！指名手配』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成22年（2010年）11月14日（日）

リングアウンサー

試合開始13時（観衆＝30人）

＞シングルマッチ
○Ｍ・コング（５秒 首固め）Ｓらんど●
※シュウソウまさかの秒殺に再戦要求！
＞シングルマッチ再試合アドバンテージルール
（時間無制限３本勝負）
○Ｍ・コング（２－１）Ｓらんど●
①マザー（アドバンテージ）
②シュウソウ（８秒 横入りエビ固め）
③マザー（４分53秒 体固め）
※シュウソウの再戦を飲むもマザーが異例の１本目アドバンテージで
試合再開！シュウソウが２本目取るも３本目は一斗缶裏拳でマザー返り
討ち！ＷＧＤトーナメントベスト４のシュウソウがまさかの敗退！
＞下町無差別級選手権試合（60分１本勝負）
＜挑戦者＞
＜王者＞
○見た目が邦彦（13分25秒 見た目が固め）下町ダァー●
※マザーがタオルで目隠しをさせた見た目がクラッチでフォール！
ダァーの抗議も覆らがず、見た目がが新王者となる！
見た目がはシングル王座は初載冠となる！

松尾アトム前派出所

＞タッグマッチ
Ｋ・オメガ(カナダ)
Ｈ 二 郎●
○飯伏 幸太(ＤＤＴ)（20分26秒 片エビ固め）Ａ 小猪木
※西口マットに現役ＩＷＧＰ王者組登場！こちらも
現役西口タッグ王者組で挑むも最後は激戦の末、
フェニックススプラッシュでＤＸ初メインの二郎敗退！

＞タッグマッチ
Ｋ
ぼ
っ
ち
○みんな大好き岩ちゃんマン（４分43秒
※ドロップキックからフォール！

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

＞タッグマッチ
三沢が光晴
ユリオカ超特Ｑ●(トップカラー)
○長州 小力（11分６秒 体固め）神
奈
月 (太田プロ)
※見た目が邦彦欠場、代打に三沢が光晴が登場！
因縁の見た目が対ユリオカはお預け！試合はドラゴンリングイン
から空かさずのラリアットで小力がものまねプロレスまのんのか！
軍に勝利！神奈月は12・12全日本プロレスのＦ－１タッグの
王座に挑戦して来いと挑発！

西口ドア『ベルトへのヴィクトリーロード』
東京・新宿ロフトプラスワン
平成22年(2010年)11月９日(火）
試合開始19時30分(観衆＝120人超満員）

チキン林

＞タッグマッチ
武田テキサス(弾丸ジャッキー=NSA)（７分53秒 ばってん多摩川●
○松雪オラキオ(弾丸ジャッキー=NSA) 体固め） 焙煎ＴＡＧＡＩ
※オラキオスタープレスが夜空を引き裂いた！

＞タッグマッチ
○ SEIKEN(フリー)
唯我(フリー)
Ｋ☆アン
（７分17秒 体固め）ばってん多摩川●
※SEIKENのフィッシャーマンバスターからフォール！

ラム林

＞タッグマッチ
Ｌ・ヤング（５分44秒
横山たかし●(ものいい=吉本興業)
○Ｇ 小馬場 片エビ固め）吉田サラダ (ものいい=吉本興業)
※フェイント式11文キックからフォール！

説

マトン林

西口ＤＸプロレス『先生のいない文化祭』
東京・渋谷Ｏ－ＥＡＳＴ
平成22年（2010年）10月25日（月）
試合開始19時30分（観衆＝500人超満員）

解

宮本和志自主興行『超硬派武闘集団和志組』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）11月７日（日）
試合開始19時（観衆＝300人）

ポーク林

＞グラップリングルール（15分１本勝負）
○焙煎ＴＡＧＡＩ(7分38秒 羽根折り腕固め)三州ツバ吉(バンプマン)●
※寝技ルールに好調焙煎、一本勝ち！

解 説
＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（９分45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！実況はカズミファイブ！

アントニオ
小猪木

バンゲリングベイ『サタデーナイトフィーバー』
東京・バンゲリングベイ恵比寿ジム
平成22年（2010年）10月23日（土） 試合開始21時（観衆＝50人）

あくと祭『あくと祭ラン☆８プロレスのコーナー』
茨城・結城市あくとの里
平成22年（2010年）11月７日（日）
試合開始14時（観衆＝500人）

ユンボ安藤

＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（８分21秒 片エビ固め）ブタライオン●
※スーパー16文キックからフォール！
ゲスト解説は御殿場が地元のＢＢゴロー(トップカラー)が務めた！

＞タッグマッチ
ばってん多摩川
坂本ガソリン●
○Ａ 小 猪 木（９分35秒 卍固め）小蝶野 正洋
※小猪木の小卍固めがガッチリ！小猪木対小蝶野師弟初対決！

ぴんぽんず﹁最高﹂川本

ラン☆８プロレス
『ファミリーマート川島田店10周年お客様感謝祭イベントお笑いライブ第２部』
静岡・ファミリーマート御殿場川島田店駐車場特設会場
平成22年（2010年）10月23日（土） 試合開始15時（観衆＝40人）

カズミファイブ

＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（６分11秒 片エビ固め）世界のうめざわ●
＞シングルマッチ
※ライバル対決はラン☆８エース小馬場のスーパー16文キックから
○よしえつねお（５分25秒 背面式体固め）けんちゃん●
フォール！ゲスト解説は御殿場が地元のＢＢゴロー(トップカラー)が務めた！
※けんがグランドスリーパーを決めるも肩がマットに付き、フォール負け！

況

ガラ林

ラン☆８プロレス
『ファミリーマート川島田店10周年お客様感謝祭イベントお笑いライブ第１部』
静岡・ファミリーマート御殿場川島田店駐車場特設会場
平成22年（2010年）10月23日（土） 試合開始14時（観衆＝60人）

西口ドア
『居酒屋せじけん大会』
東京・幡ヶ谷居酒屋せじけん
試合開始18時（観衆＝20人）

【リングサイド紹介】
エール橋本

【結果表】

＞シングルマッチ（時間無制限１本勝負）
○宮本 和志(和志組)（6分43秒 逆片エビ固め）ばってん多摩川●
※因縁対決は逆片エビ固めでばってんギブアップ！

リングガール

。
西口ＤＸプロレス向上委員会

真・下町プロレス
『'10・11・21 蟹K☆ING自主興行 プロレスリング長野』
長野・信州プロレスアリーナ 平成22年（2010年）11月21日（日）
試合開始13時30分（観衆＝30人）
＞タッグマッチ
Ｂのパパ(真・下町)
よしえつねお●
○蟹K☆ING(真・下町)（13分48秒 蟹固め）見た目が邦彦
※下町王者として見た目が乗り込むも、パートナーの
つねおがカニクラッチを決められ、西口軍敗退！

與坂唯

三城晃子 三島ゆかり

【西口あらかると】
東京ダイナマイトＴＶ出演！
東京ダイナマイト（ハチミツ二郎、松田大輔）が11/1にフジテレビ系
「JAPANロックフェスティバル」に出演した！

小猪木、ポーカー第３位『7LUCK賞』獲得！
11月11日、ヒルトン東京で行われたポーカー大会『セブンラックカジ
ノ』にアントニオ小猪木と愛川ゆず季が司会を務めた中、ゲームにも
参戦！小猪木がなんと第３位に入賞し『７ＬＵＣＫ賞』を獲得！韓国
旅行券をゲットした！素晴らしい快挙だ！

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：10月26日ユリオカ超特Ｑ、
11月9日ドロンズ石本、
11月23日安田大サーカス）などなど盛り沢山の内容！
※11月9日は小力の代打で小猪木が務めた。

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、
『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
10/26けんちゃん、11/2りんりん(Ringリングアナ)、11/9シャッター
チャンスわか、11/16花満開が出演した！
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」

小猪木、ＦＭ沼津３週連続出演！
アントニオ小猪木が11/6、13、20（土）沼津コーストＦＭラジオ
『格闘ラジオ・ゴングで飛び出せ！』に三週連続で出演した！

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！
！

週刊プロレス！
週刊プロレスNo1550に先日の西口DXプロレスのメイン、アントニオ
小猪木＆ハチミツ二郎組vs飯伏幸太＆ケニー・オメガ組の結果が掲載
された！週刊プロレスの「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てたら芸人になっちゃい
ました」が隔週連載中！

小猪木、夕刊フジ！
10月27日に発売された夕刊フジに小猪木が猪木酒場を紹介したことが
掲載された！

小力、全日プロ初登場！Ｆ－１タッグ挑戦決定！
全日本プロレス『ファン感謝デー』
12月12日（日）東京・後楽園ホール 開始12:00
★Ｆ－１タッグ選手権試合(60分1本勝負)
＜王者組＞
＜挑戦者組＞
武藤敬司＆神 奈 月 VS 浜 亮 太＆長州小力
特別席7000円、A指定席5000円、B指定席4000円、一般立見2500円
(当日のみ販売)、小中学生立見1000円（当日のみ販売）
◆チケットお申し込み http://www.all-japan.co.jp/

栃プロ、小馬場、小力出場！
栃木県小山市出身の小馬場がいつものレギュラー登場に小力が
とうとう栃プロ初登場となる！
12月19日（日）栃木エンターテイメントプロレス
『吉田和則20周年記念興行』 栃木・小山市立文化センター小ホール
13：00試合開始 前売3000円当日3500円
チケットご予約：栃木エンターテイメントプロレス0285-22-5977

※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。
ばってん、ＤＤＴ博多大会参戦！

ばってん多摩川が再び故郷・博多の地へ！
DDT博多大会四大シングルマッチのひとつとして
中澤マイケルとの一騎打ちが決定！
■12月12日(日) 15時30分試合開始 博多スターレーン
■対戦カード ばってん多摩川 VS 中澤マイケル ほか
■チケット情報 指定席5000円、自由席4000円

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!?
12月4日(土) ロビー開場13:30 開始14:00
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）

今年も決定！西プロ&学生プロレス！
【台場一丁目商店街大感謝祭・昭和プロレス興行】
日時:12月11日(土)14時～、16時～ 入場無料
場所:東京・お台場デックス
東京ビーチシーサイドモール4階・台場一丁目商店街タワー広場
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、
三沢が光晴 実況：エール橋本、解説：ユンボ安藤
リングアナ：松尾アトム前派出所
※毎年恒例の西プロと学生プロレスのコラボの大会
『昭和プロレス興行』！かつてはスモール鶴田、前田明日、
ズサン・ハンセン、あるてーど・ザ・ブッチャー、ダイナマイト
木戸など登場した学プロ軍から一体どんな刺客がやってくるのか!?
乞うご期待！

西口ドア、年末ビッグイベント！
西口プロレスPresents
『西口ドア第十三弾
～初リング！初シングルトーナメント優勝決定戦！～』
12月19日（日）OPEN 18:30/START 19:30
【会場】 東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ
●最前列シート（記念品付き）指定4,000円
●自由席2,000円（当日18：00より整理券配布）当日500円プラス
ぴあ発売 Pコード817-556
２ヶ月に渡って開催したワールド・グレート・ドア世界一決定
トーナメント戦決勝戦が行われる！ベスト４に残るは、
ばってん多摩川、シュウソウらんど、小蝶野正洋、坂本ガソリン。
この中でドア世界一を決める！その他、ビッグカード続出必至！

西口ドア、大晦日夢の架け橋2010！
インディー団体が新木場に大集結するイベント
『夢の架け橋-2010-』の開催が決定し、西口ドアが参戦！
今年はグラン浜田プロデュース興行となる。
■グラン浜田プロデュース『夢の架け橋-2010-』
日時：12月31日(大晦日)12:30開場/13:00試合開始
会場：新木場１ｓｔリング
[コミッショナー]グラン浜田
■チケット
◎全席自由￥3000 ※会場の出入り自由(要半券チェック)
※当日券は￥1000up

12・11、ハチミツ二郎結婚式！
ハチミツ二郎結婚式をルミネtheよしもとで行う！
一般の方も来場できるライヴ形式で開催！
「ハチミツ二郎結婚式」
12月11日(土) ルミネtheよしもと
開場18:30 開演19:00
東京ダイナマイト（ハチミツ二郎&松田大輔）／野性爆弾／
パンクブーブー／あべこうじ／バッドボーイズ／渡辺直美／他
前売り\3,500 当日\4,000
詳しくはルミネtheよしもとホームページで！

お笑いステーション！
■ぴんぽんず「最高」川本主催、西口メンバーも出演！
「お笑いステーションVol.41(スペシャル)」
12月14日(火) 場所：原宿ライブ＆カフェ ジェットロボット
０３－３４２３－４７８８ ＪＲ原宿駅竹下口より徒歩３０秒
竹下改札口の前の信号を渡った左の白いビル１Ｆ
オープン／20:00 スタート／20:30
チケット1500円＋ワンドリンク500円
J-NET TV 「笑音-showon」とも連動！

お笑いセメントマッチ！
■東京ペールワン(エール＆ユンボ)出演！
『お笑いセメントマッチ第43回公演
祝〆さばアタル結婚披露興行～目黒にピンクの雪が降る～』
12月19日(日)
出演：一度は売れ隊・負組(〆さばアタル、ベン村さ来、古太郎）、
せーじ・けーすけ、黒板七郎 【ゲスト】林家ペー
会場：誕生八幡神社
開場14:30、開演15：00 料金：1000円

東京ダイノジ!
「東京ダイノジ～漫才で京橋ちゅどーん！～」
■日時:12月19日(日)19：00開場／19：30開演
■会場：京橋花月
■出演者：東京ダイナマイト(二郎&松田)、ダイノジ ゲスト 矢野・兵動
■料金：前売￥２３００／当日￥２５００
■チケット発売：１１月１５日(月)～より絶賛発売中！
■チケット発売 ：チケットよしもと ０５７０ー０４１ー４８９

プライムライブ！
「プライムライブ 」
ブーブートレイン(ドン、所々)、ハイエナ(ガラ林、竹岡和範)出演！
日時：12月21日（火）
会場：新宿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：33264

アミーパークライブ！
日時：12月21日（火）開場18:30 開演19:00
場所：新宿シアターミラクル チケット：前売り1,200円
出演：ミスマッチグルメ（ポーク＆じゅんいち）他

西口寄席！
11月の優勝は「東京ペールワン（エール＆ユンボ）」！でした。
■日時:12月29日(水) 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）
■12月29日(水) 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：12月13日(月) 開場19:00 開演19:30
■場所：下北沢・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、カズミファイブ、BBゴロー、銀座ポップ、ザビエル 他

12・2『INOKI BOM-BA-YA2010前夜祭』！
『INOKI BOM-BA-YA2010前夜祭』を開催！
アントニオ猪木酒場新宿店
12/2（水）19時～ 料金5000円
アントニオ猪木、アントニオ小猪木も登場予定！
その他、12・3に行われる「INOKI BOM-BA-YA2010」両国国技館大会
出場のレスラーも登場予定！

12・8『闘魂忘年会』
！
アントニオ猪木酒場「闘魂忘年会」開催！
12/8(水) 19時～21時アントニオ猪木酒場新宿店
20時～22時アントニオ猪木酒場池袋店
料金5000円（2時間飲み放題・お料理9品）
ご予約： 03-5155-7680（猪木酒場新宿店）
アントニオ猪木、アントニオ小猪木も登場予定！

小猪木、アルゼンチンタンゴ登場！
アントニオ小猪木が南米のダンス・アルゼンチンタンゴの舞台のＭＣ
を務める！並びに芸能人アルゼンチンタンゴ部としてタンゴも踊る!?
『ＴＡＮＧＯ ＭＩＲＡＣＬＥ』12月12日（日） 月島区民ホール
開場16:30～、開演17:00～ ＭＣ：アントニオ小猪木
前売：6000円、当日：7000円(全席自由)
問い合わせ GYUTANGO：yoyaku@tangojapan.com
http://tangojapan.com/gyu/

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)

【西口激闘ダイジェストⅣ】
ライバル世界に勝利！

▲

BBゴロー
三沢が光晴がユダン・ハンセンと一騎
打ち。ユダン勝利の噂の中、三沢がが見
た目が原爆固めで逆転初勝利。実況は
カズミファイブとゲスト解説に御殿場が地
元のＢＢゴロー（トップカラー）が務めた。

１１・７結城大会
《あくと祭》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳＬ乙羽屋●

10月の西口ＤＸ欠場に不満を抱えたラブセクシ
ラン☆８のエース小馬場のライバル、世界の
うめざわの一騎打ちが行われた。撹乱する世界 ー・乙羽屋が、この茨城県結城市に登場。ラン☆８
に小馬場も苦戦したが、最後は小馬場のスー のエース小馬場のスーパー16文キックを喰らってし
まいフォール負け。実況はカズミファイブが務めた。
パー16文キックが炸裂。小馬場が勝利した。

▲

妖艶な怪奇派のムード漂う
ブタライオン！

１０・２３御殿場大会
《ラン☆８=第1部》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ世 界●

▲

▲

棚卸弘至に敗れた将軍KY
これは世界のうめざわ似

１０・２３御殿場大会
《ラン☆８=第1部》
＞シングルマッチ
○三沢がＶＳユダン●

小馬場に敗退！

ラン☆８の人気者、 小馬場安定！
ブタライオンを料理！
棚卸弘至勝利！

ユダンに続き、連敗続きの乙羽屋！
今後、再起をはかる！

ラン☆８のエース兼代表の
小馬場！団体内での勝率は高い

最近連敗続きの
ユダン、
今後に期待！

三沢が、ユダンから初勝利！▲ ラン☆８エース小馬場、 悔しい乙羽屋、

ラン☆８プロレスが御殿場や結城で開催！小馬場をエースに
活動中！御殿場大会は御殿場出身のＢＢゴロー（トップカラー）が
ゲスト解説を務めた（カメラ：ラン☆８プロレス）。

!?

１０・２３御殿場大会
《ラン☆８=第2部》
＞シングルマッチ
○棚 卸ＶＳ将軍ＫＹ●

１０・２３御殿場大会
《ラン☆８=第2部》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳブタライオン●

二枚目の棚卸弘至対将軍ＫＹの異色対決は
小馬場の試合も安定している。ブタライオン
ハイフライフローで棚卸が勝利。ラン☆８の棚卸
人気よりも、ゲスト解説にいたＢＢゴローは御殿場 の荒々しいファイトにも動じず、最後は落ち着
出身でバラエティー番組にもよく出るせいかゴロ いてスーパー16文キックを決めて勝利した。
敗れたブタライオンも荒れ狂っていた。
ー（トップカラー）の人気も凄かった。

西口プロレス～第９回西口プロレス最強タッグ決定リーグ戦～
西口プロレス 2010.11.29 (月) 東京・新宿FACE
今大会はガチンコの抽選により、タッグチーム及びカードが発表される。
誰が参加し、誰と誰が組むのかは全て当日に決まる！そして決勝の舞台は
12月22日、東京・新宿ＦＡＣＥにて、同リーグ戦１位と２位が優勝戦を行い、
リーグ戦最強チームを決める！乞うご期待！
【西口プロレス最強タッグ決定リーグ戦歴代優勝チーム表】
大会数

期

間

決勝戦会場

優 勝 チ ー ム

準優勝チーム

参加チーム

第１回 02・11～12 バトルスフィア東京

神風健三郎＆焙煎ＴＡＧＡＩ組

小猪木＆ローズ組

８組参加

第２回 03・12

ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組

小猪木＆Ｄ仮面組

４組参加

第３回 04・11～12 新木場１st RING

ラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・ボウズ組

ドン＆マサ組

10組参加

第４回 05・11～12 新宿ＦＡＣＥ

ラブセクシー・ヤング＆ドン・クサイ組

健介＆マサ組

12組参加

第５回 06・11～12 渋谷ＡＸ

アントニオ小猪木＆世界のうめざわ組

ローズ＆Ｌ乙羽屋組

12組参加

第６回 07・11～12 新宿ＦＡＣＥ

代々木健介＆三平×２組

小猪木＆ローズ組

14組参加

第７回 08・11～12 新宿ＦＡＣＥ

長州小力＆ハチミツ真也組

ユダン＆デブロディ組

16組参加

第８回 09・11～12 新宿ＦＡＣＥ

賀川照子＆安藤なつ組

ローズ＆ヤング組

14組参加

バトルスフィア東京

※第２回大会はトーナメント戦、第７回は４ブロック制リーグ戦！

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。

