▲

最後は全員でサンタの帽子を被って
ダーで締めくくった！

▲小蝶野 ( 左 ) のＳＴＦと小力のサソリ固めの共演！

第９回西口プロレス最強タッグ決定リーグ
戦は今回はチーム分け、試合順を全て抽選で
行った。正直なところ、話題性を考え、この
ようなスタイルをとった訳だが、やはり９年
目のマンネリ化も否めないと言ったところ
だった。今回は優勝候補なき大会とまで言わ
れたが、開幕戦で話題を掻っ攫ったのは三平
２
×＆プロレスラーの新井健一郎（ドラゴン
ゲート）組。リーグ戦外部導入は西口マット
初の試みで大当りであったが、西口ＤＸとの
差別化を考えるとどうなるのかという課題も
生じた。その三平＆新井組は優勝することよ
りもリーグ荒らしを目的としていた為に、優
勝戦線には残らなかったが、新井なきタッグ
リーグ戦だった場合は厳しい大会になってし
まったかもしれない。その他の優勝候補と言
われた二郎＆ユンボ組、小猪木＆Ｄ仮面組、
ローズ＆Ｄｒ組、焙煎＆マジック組は星を潰
し合い、戦線に残ったのが、長州小力＆小蝶
野正洋組だった。やはり抽選が決まった時に
バランスがよいチームと下馬評では優勝候補
とされていたが、期待通りに優勝戦進出を果
たす。この最終戦までもつれたのはじっちゃ
ん＆ヤング組とラブセクシー・乙羽屋＆偽セ
クシー・乙羽屋組の両伏兵タッグだった。ダ
ブル乙羽屋がじっちゃん組を下し、決勝進出
を果たした（関連２面）
。先発は小蝶野と偽セ
クシー・乙羽屋。この３日前のドア大会のＷ
ＧＤトーナメント決勝でばってんに敗れ、苦
汁を舐めた小蝶野 関
( 連４面 。)今回抽選と
は言え、師匠の小力とのタッグでの決勝進出
はなんとしてでも優勝したいところ。ドアの
一員としても本興行での冠をモノにしたい。
試合は小力＆小蝶野組がサソリ固めとＳＴＦ
の共演やダブルケンカキックと魅せ付ける。
途中でセクシーフィットネスキックやセク
シーＤＤＴでピンチを迎えたものの、最後は
小蝶野が乙羽屋にケンカキック、小力が偽セ
クシー・乙羽屋に捻りを加えたバックドロッ
プと小蝶野シャイニングケンカキック、最後
は小力が乙羽屋に喉をカッ斬るラリアットで
完勝をした。この日二試合目のハンデにも頑
張ったダブル乙羽屋が準優勝となった。この
日前に武藤敬司＆神奈月組から不動のＦ
１タッグ王座を浜亮太と奪取した小力。この
年末は小力が巻き返しを見せた。そして小蝶
野はＷＧＤトーナメントは優勝を逸したもの
の、堂々のタッグリーグ優勝と２０１１年は
この二人が牽引して欲しい。並びに夏にタッ
グトーナメント優勝と西口タッグ王者組でも
ある小猪木＆二郎組とのタッグ頂上対決にも
注目される。２月で西口プロレスも 年目。
真の西口プロレスの芸風、ぶれない心を持ち、
崖っぷちの心の闘いを見せないといけない時
期に来たようだ。タッグリーグ優勝した二人
も 年目への試練の扉を開けたと言えよう。

▲ダブル乙羽屋の毒粉がまさかの誤爆！勝敗の行方を大きく左右した！ ▲勝利の決め手となったのは小力のラリアット !

▲乙羽屋チームは息もピッタリ ! だったが・・

▲小力（上）はいつものエルボースタンプを敢行！

第９回西口プロレス最強タッグ決定リーグ戦が行われたが、今大会は初の新
井健一郎（ドラゴンゲート）がゲスト参戦が話題を集めた。今回の優勝戦は開
幕戦に新井から大きな勝ちを拾った小力＆小蝶野組が圧倒的なる優勝を飾っ
た。小力は２年振り２度目の優勝。２回目の優勝は西プロマットでは初の快挙
で、小蝶野もドアの一員として本興行の大会では初載冠者となる。不動のエー
ス小力と、ニューウェーブの小蝶野の新旧エースが優勝を飾った大会となった
（12・22 新宿大会カメラ：佐藤静香）。
▲小蝶野のバタフライ殺法、ダイビングショルダーアタックが炸裂！

西口スポーツ
小蝶野はドア初の本興行優勝！
▼負けた二人も良い表情 !

2011

２月号

12･22 新宿 FACE 大会
＞タッグリーグ優勝戦
小蝶野
偽乙羽屋
○小 力ＶＳＬ乙羽屋●
※小力＆小蝶野組が優勝！
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－

▲戸塚 ( 中 ), 容赦なく所々 ( 左 ) を
水攻め！
▲下町王座のベルトを掲げての入場の見た目が（左）と所々！ ▲ヨット戸塚 ( 左 ) とダイジ！

１２・２２新宿FACE大会
＞タッグリーグ最下位決定戦
○所
々
超能力●
見た目がＶＳ戸 塚
※戸塚&超能力組が最下位となる!

▲最後は二郎 ( 上 ) の度迫力スワントーン炸裂！

▲しまいには両チーム全員でカット！

▲息の合ったカット合戦に場内は沸いた！

▼試合開始早々、
マジックが場外に！

１２・２２新宿FACE大会
＞８人タッグマッチ
マ ジ ッ ク
賀 川
Ｄマスカラス
け ん●
○二
郎ＶＳド ン
小
猪
木
世 界

タッグリーグ戦最下位決定戦は見た目が邦彦＆
所々ジョージのタレントものまねタッグとヨット戸
塚＆超能力少年ダイジ組。見た目がに関しては秋に
真・下町プロレスで下町無差別級王者になり、他団
体の王座を奪取したにも関わらずのまさかの最下位。
ヨット戸塚は三平同様、優勝云々よりもリーグ荒ら
し、もしくはダイジへの体罰教育育成に力を入れす
ぎ、敵のみならず、パートナーからもダメージを受
ける始末で予想通りの最下位だ。先発の見た目がダ
イジを格下扱い。次に所々とダイジが締まらない試
合展開を見せるとヨット戸塚は一喝する。今度は見
た目が対戸塚となった。ここで二人が凄かったのは
中盤、細かいプロレス技術を見せ付ける攻防を見せ
た。腕の取り合い、バックの取り合いを見せる。こ
れが最下位決定戦の内容か。西口プロレス 年目を
迎える前に底力を見せたようにも見えた。最後は再
び、所々とダイジの展開になり、所々が雪崩式Ｇパ
ンシュタイナーでダイジを破り決着。ただ、お見事
だったのは見た目がと戸塚の最下位と思えぬ攻防に
拍手を贈りたい。

小猪木 ( 上 )、マジック
( 左 ) と連係を披露！
それにしても打点が高い !

クリスマス企画！豪華８人タッグ戦！
▼（左から）けんちゃん、ドン、賀川、
世界組！
▼勝利したのは（左から）マスカラス、小猪木、
二郎、マジック！

▲最年長乙羽屋のパワーは衰え知らず！
▲じっちゃんキックは破壊力がすごかった！ ?
▲偽乙羽屋の勝利に会場は盛り上がった !

▲見た目が（左）対戸塚は最下位決定
戦とは思えぬ、攻防を見せた！
▲戸塚 ( 右 ) オールを使っての攻撃は凄まじかった！
▲所々（右）の凶器 !? ジーパン使用の 4 の字固め !

▲意外にも良いチームだったヤング､じっちゃん ( 右 )!
▲ダブル乙羽屋組が決勝戦にコマを進めた !

優勝を逃したハチミツ二郎がアントニオ小猪木とＭｒ．マジッ
クにクリスマス企画で豪華なタッグを組もうと呼びかけた。更
にメキシコでプロレスランセンスを取った縁からか、英雄デブ・
マスカラスも飛来し、８人タッグ戦が実現した。相手は世界の
うめざわ、ドン・クサイ、けんちゃん、賀川照子組。開始直後、
いきなりの場外戦でマジックが早速飛んだ。先発の小猪木と賀
川は小柄ながらのスピード感ある攻防を見せる。続くマスカラ
スと世界の刺殺戦、更に二郎とドンの肉弾戦と化す。その肉弾
戦は両軍が何度もフォールを全員でカットし合う場面から徐々
にヒートしていった。やはり勝機のチャンスを逃さなかった小
猪木はマスカラスと共に相手全員をコーナーにハンマース
ルー。怒涛の串刺し連係から分断させ、最後は切り込み隊長の
けんに小猪木が延髄斬りで動きを止めると、駄目押しに重量感
溢れる二郎のスワントーン投下。２日早いサンタの空から落と
し物にも見えた。えぐく決まった連係は素晴らしいフィニッ
シュだった。小猪木と二郎の２０１０年は夏のタッグトーナメ
ント優勝、西口タッグ王座奪取、秋にはＩＷＧＰジュニアタッ
グ王者組との架空のダブルタイトル戦（飯伏幸太＆ケニー・オ
メガとのタッグ王者組対決のノ
ンタイトル戦）と話題を掻っ攫
った。このタッグリーグにエン
トリーしていたら、間違いなく
優勝していたに違いない。次は
優勝した小力＆小蝶野組と頂上
対決だ。マスカラス、マジック
の覆面コンビも華やかでよきク
リスマスプレゼントとなったこ
とだろう。

▲

▲偽乙羽屋（左）、
乙羽屋組！

１２・２２新宿FACE大会
＞タッグリーグ優勝戦進出決定戦
○偽乙羽屋
ヤ ン グ●
Ｌ乙羽屋ＶＳじっちゃん
※乙羽屋組が決勝進出！

タッグリーグ戦同率２位に並んだのはじっちゃん＆ラブセクシー・ヤ
ング組とラブセクシー・乙羽屋＆偽セクシー・乙羽屋組だ。どちらも下
馬評以上の活躍を見せた組だ。じっちゃん＆ヤングの老若タッグは開幕
戦で焙煎＆マジック組のプロレスラーズから金星、ダブル乙羽屋は仲間
割れも心配されたが、親子のような連係でリーグ一番の名勝負を見せた。
その勢いが今大会の波乱を生んだ。両軍ともに後は運からの背中の後押
しで優勝をしたい。だが、心配されたのは乙羽屋とヤングのラブセクシー
一門がどう闘うかにも焦点が集まる。やはり乙羽屋はラブセクシーの弟
分ヤングに握手を求めるが、ヤングは拒否。優勝に集中しているようだ。
ヤングは優勝に向け序盤ラッシュ。兄貴分の乙羽屋に遠慮なく攻撃をす
る。代わった偽乙羽屋にも怒涛の攻撃。優勝にまっしぐらだ。しかし、チャ
ンスこそピンチ。その隙を伺っていた乙羽屋はヤングに毒粉。ヤングの
手の内を知る乙羽屋ならではの反撃だ。そのヤングにセクシーＤＤＴを
噛まし、偽乙羽屋をコーナーポストに指示すると、弾丸小僧の如く、最
上段からの雷電ドロップを決めて逆転勝利。ダブル乙羽屋が決勝進出に
駒を進めた。ヤングの２０１０年のタッグリーグＶ奪回はここで終わっ
てしまったが、今年も素晴らしいファイトを展開したことは間違いない。

Ｗ乙羽屋決勝進出！老若コンビ力尽きる！

(2)

今年はレベルの高い!?最下位決定戦！
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▼これもイリュージョンか !?
サンタブ－ツを用いた攻撃 !
▼この試合は多分に利用された
レフェリー , ガラ林（中）

▼一斗缶ドロップキック !

ばってんは初挑戦！

１２・３１新宿三丁目大会
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ小蝶野●

▼先日獲得したばかりの西口ドア、ＧＷＤ
のベルトを掲げ堂々入場のばってん！

１２・３１新宿三丁目大会
＞シングルマッチ
○焙 煎ＶＳぼっち●

15

▲王座を防衛し、ベルトを誇示し
まるで永遠に自分のものだと
言わんばかりの表情のローズ!

▲終始不敵な笑みで余裕を見せる王者ローズ（右）

乙羽屋をリーダーにヤングと偽セク
シー・乙羽屋と組んだ。ヤングがもしかし
たら偽乙羽屋に対し、仕掛けて仲間割れを
するのではないかという噂も立ち込めた
が、それはなかった。ラブセクシーの絆と
Ｗ乙羽屋のタッグリーグ準優勝の成績を
引っ提げ（関連１面）
、じっちゃん＆所々
＆けんに襲い掛かる。ヤングとじっちゃん
もタッグリーグ３位（関連２面）だったが、
昨日の友は今日の敵かの如くバトルを開
始。最後は好連係を見せる乙羽屋軍。所々
を捕らえ、乙羽屋が高らかにセクシーＤＤ
Ｔを決め、勝利した。

１２・３１新宿三丁目大会
＞６人タッグマッチ
偽乙羽屋
け
ん
ヤ ン グＶＳ所
々●
○Ｌ乙羽屋
じっちゃん

西口プロレス真夏の１ＤＡＹトーナメント
優勝者の焙煎がカウントダウンの第一試合を
盛り上げた。焙煎曰く「ドアもラン☆８も目
で相手ではない！」とかなり格下扱い。プロ
レス団体のバトラーツでもバチバチファイト
を熟し、西口トーナメントでもトップにたっ
た焙煎は「ナメるな」と高らかに叫ぶ。ぼっ
ちも西口ドアの一員。ミスターぽっぽ時代か
らスーパーＦＭＷや真・下町、水上プロレス
など、プロの団体にも上がった経験も持つ。
ならばと焙煎はぼっちを遠慮することなく粉
砕。力の差を見せつけ、最後は餅搗きパワー
ボムで完勝。２０１１年はドアに対し、ラン
☆８に対し、怒れる焙煎が見れそうだ。

▲試合は珍しく荒れに荒れ、それが観客を熱狂させた !

▲小蝶野の才能を引き出すのが小猪木 ( 中 ) の狙いだった！

▲６人タッグならではの全員の連携！

▲若手のぼっち ( 右 ) をこの興行で指名したのは焙煎だった！

気になるヤングと偽乙羽屋の仲は？

焙煎完勝！ぼっちを粉砕！

１２・３１新宿三丁目大会
＞タッグマッチ
○小馬場
世
界
賀 川ＶＳブッチャン●

ジャイアント小馬場が久々に西口興行に登
場した。 、 月本興行を欠場し、ラン☆８
独立の噂もあったが、今回は賀川と組み、世
界＆アブドーラ・ザ・ブッチャン組の対決と
なる。よく見ると西口とラン☆８の混成タッ
グとなる。世界が試合中に小馬場と結託し、
ブッチャンと仲間割れも予想されたが、この
試合で力を発揮したのは小馬場と世界の対決
であった。二人の心理戦や駆け引きは、恐ら
くラン☆８興行で培ってきた力を発揮したに
違いない。試合は小馬場が幾度も邪魔に入る
世界を蹴散らし、分断させると、最後はブッ
チャンにスーパー 文キックをお見舞いし、
２０１０年を締めた。この３時間後、場所を
変えてラン☆８プロレスが元旦プロレスを開
催した（関連５面）。
西口プロレスが 2010 年を締め括るカウントダウン大会がアントニオ猪木酒場新宿店で行われた。猪木酒場カウントダウンは２年連
続。カウントダウン興行は６年連続となる。今回はなんと、猪木酒場池袋店、広島店と三元生中継される活気的なイベントとなった。
西口プロレス本隊、西口ドア、ラン☆８プロレスが混成されたマッチメイクをされた（カメラ：有元英子）。

【西口激闘ダイジェストⅠ】
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前回のカウントダウンでは二人はタッグを
組んで世界＆ばってん組に見事、勝利した小
猪木と小蝶野正洋（当時のリングネームは糸
賀清和）
。今回は初の一騎打ちを迎えた。小
蝶野にとってこの年末はＧＷＤトーナメント
は優勝を逃したものの（関連４面）、西口タッ
グリーグ戦は小力とのタッグで優勝の快挙を
成し得た実績は素晴らしい（関連１面）
。そ
してカウントダウンでは小猪木と師弟対決。
初の一騎打ちに挑んだ。やはり小猪木は一枚
も二枚も上を行く。小蝶野も果敢に攻めたが、
間の隙を突いての延髄斬り２連発で小猪木が
逆転勝利。小蝶野も積極的に攻め、初の一騎
打ちにしたら合格点の試合内容であった。小
蝶野にとって満足いく２０１０年だったに違
いない。

小蝶野、小猪木と初の一騎打ち！

▲凍った !? 二人に押しつぶされフォールのダーティー ( 下 )
▲ダーティーイリュージョンで凍ってしまったのか !?

１２・２２新宿FACE大会
＞西口ヘビー級選手権
＜王者＞ ＜挑戦者＞
○ローズＶＳばってん●
※ローズが15度目の防衛！
▲ばってん(下)のブラック
マンデーパワーボム、
ローズに決まるか!
とばってん優勢の瞬間
もあったのだが・・

２０１０年最終戦の本興行前半戦のメインに焙
煎ＴＡＧＡＩ、三平 ２
×、ダーティー仮面の３Ｗ
ＡＹマッチが行われた。この勝者に、次期ハード
コア王座挑戦権が賭けられると予測する大事な一
戦だ。王者はじっちゃんなのだが、王座を奪った
のは４月。そこから防衛戦が行われていない。こ
の３ＷＡＹマッチ、言ってみれば、これもベテラ
ン対決。手の内、力量、技 全
…てを知り尽くす３人。
後は間と駆け引きが勝負だ。場外エスケープや凶
器を出したり、レフェリーをうまく利用したりと
心理戦が続く。ベテランならではだ。試合は終盤、
ダーティーイリュージョンで二人を凍らせ、二人
纏めて投げようとしたが、重さから浴びせ倒しに
なり、そのままＤ仮面がフォール負けを喫した。
３ＷＡＹは誰かが勝った時点で試合終了。バトル
ロイヤルと違って勝ち残るまで闘うルールではな
い。最後は三平が押さえ込んでいたようにも見え
たが、焙煎もＤ仮面に触れており、不透明な決着
に終わった。もう一度、三平と焙煎で決着をつけ
るか、またはハードコア王座挑戦権を二人に与え
てもよいだろう。焙煎も真夏のシングルトーナメ
ント優勝の実績からして充分。２０１０年最終興
行を終えたばかりだが、翌年にも因縁が生まれて
しまったようだ。じっちゃんを交えたハードコア
王座を巡り、２０１１年は血の雨が降る予感が怖
い。三平の逆襲が始まるだろう。焙煎もラン☆８
やドア抗争、西口王座にハードコア王座挑戦への
行方にも追ってみたい。

１２・２２新宿FACE大会
＞３ＷＡＹマッチ
○焙 煎
○三 平ＶＳＤ仮面●

ラブセクシー・ローズが久しぶりの西口プロレスヘビー級王
座を賭けた防衛戦を行った。ローズが王座を手にしてから３年
半。かつての王者はほぼ毎月、防衛戦をやっていたが、ローズ
は王座を今では１年で約３回程しか行っていない。今回はこの
３日前、西口ドア新木場大会でＧＷＤトーナメントを制したばっ
てん多摩川にその実績が認められて王座初挑戦に挑んだ。ドア
の頂点を制したばってんも躍動する。ローズも西プロ旗揚げ戦
士でベテランとなる。ただ、今回の試合でローズは体調不良な
のか、体のキレが悪くなっていたようにも見えた。短期決戦
を狙うローズは序盤から試合をリード。だが、ばってんも延髄
斬りを皮切りに反撃を開始した。若いばってんにとってはチャ
ンスだ。この一年、プロレス団体にも出て、荒波に揉まれてきた。
だが、若さが焦りを煽らせたか、勝負時を早まらせた。そこは
ベテランのローズ。ばってんボンバーを交わしたローズはロー
ズボトム。更にダメ押しに雪崩式ローズボトムで 度目の王座
防衛に成功。敗れたばってんもドアでは西口王座挑戦は初とな
るところを評価したい。

(3)

西口ドアがこの年末にビッグイベントを開催した。興行として初となるリングでの開催は全員大いに張り切った。客のテンション (4)
も高い。中でもワールドグレートドア世界一決定トーナメント戦のばってん、シュウソウ、小蝶野、ガソリンの活躍やその他、ボビー・
ハリケーンの復活、更に劇団☆新感線で活躍する吉田メタルらが登場！冬の西口ドアは燃えた（カメラ：佐藤静香）。

【西口激闘ダイジェストⅡ】
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▲見事ベルトを勝ち取ったばってん！

月から開催されたワールドグレートドア世界
一決定トーナメント決勝戦は予想通り、ばってん
と小蝶野が上がってきた。初開催を思うと伏兵優
勝でなく、この両エースでなければならない。決
勝戦に相応しい二人が揃った。二人の当大会の感
情は凄まじい。一回戦を短時間で試合を終わらせ
た小蝶野が有利だろう。それを予想してか、短期
勝負に出たのはばってん。奇襲を嫌がる小蝶野は
場外戦に誘う。そこから小蝶野が大技を連発した。
終盤は二人のスタミナが切れかかってきた頃、勝
負に出た小蝶野は蝶野正洋が時折使う裏技、低空
バックドロップも披露する。ばってんもなんとか
ばってんボンバーで反撃。カウンターで捕らえる
と最後はブラックマンデーパワーボムからフォー
ルでばってんが逆転勝ち。トーナメント優勝に輝
いた。素晴らしい試合も束の間、この後、海賊男
ガスパ～が乱入した。

ＷＧＤ優勝はばってん多摩川！

何やら怪しい姿のまま
フォールを狙う大川興業

▲入場前の小蝶野奇襲により花道を ▲シュウソウを完膚なきまで叩き
のめし勝利した小蝶野（上）
引きずられるシュウソウ（右）
▲

カブキ千秋楽で、リング上
全員が吹っ飛んだ！

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞３ＷＡＹタッグハードコアデスマッチ
わ
か
ことね
○マジックＶＳつねお●
※もう一組は三好(大川)&工藤(大川)組

つねおのチョップによろめく
マジック（左）！

▲

ばってんの勝利は納得だった！

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
○ボビー(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ)
蓑 島
け
んＶＳヤング●

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞ＷＧＤ世界一Ｔ準決勝
○小蝶野ＶＳシュウソウ●

▲
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終盤、渾身のラリアット！

▲

西口プロレスの旗揚げ第二戦に登場した外
国人のボビー・ハリケーンが一夜の復活をし
た。先発はいきなりボビー。蓑島は逃げまくる。 三沢が光晴＆ザ・シロート・カブキ＆ミニ沢
けんちゃんに変わると果敢に攻める。ヤング ミニ晴＆カールぼっち組対みんな大好き岩ちゃん
もそうだ。これは勝負の世界。ボビーに勝つ マン＆ステテコ・ヤンキー＆ステテコ・ガンジー
よりも、けんの方が手の内も解るし小柄だか ＆クリウ組の一戦が行われた。岩ちゃんマンがマ
らだ。けんを追い詰めるが、あと一歩のとこ イクでリングでやれる感動の弁を述べてる間にゴ
ろでボビーにタッチされた。ボビーは水を得 ングが鳴る。先発は三沢がとクリウ。二人は学生
た魚の如く、二人を相手に暴れる。その暴れっ プロレスの先輩後輩にあたり、基本的なムーブを
振りは観衆を爽快にさせた。今回のドアは初 見せる。三沢がとミニ沢の連係を見せるとガン
期の頃の西口本隊を思い出させた。各選手が ジー登場。静かなる雰囲気はムードを変える。ミ
何をするか解らないスリルがあったりと、今 ニ沢はこれを嫌がり、カブキにタッチ。静と静の
の西口本隊に欠けてるものがあるようにも思 闘いだ。次にぼっち対ヤンキー。ヤンキーは奇襲
える。最後は蓑島を首吊り固めを決めてるボ し、ガンジー、クリウと合体攻撃。ぼっちも仲間
ビーの背後からヤングが丸め込みを狙うも潰 を呼び、合体攻撃。試合は動き出した。最後はカ
されてフォール負けを喫した。さすがのヤン ブキ千秋楽という技からカブキ式の見栄切りの
ポーズでフォール。長すぎた第二試合だった。
グも二人に乗られたら返せなかった。

ミニ沢（左）と三沢が
の好連携プレー！

▲

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞８人タッグマッチ
ぼ っ ち
ク
リ
ウ
ミ ニ 沢
ガ ン ジ ー
○ＳカブキＶＳヤ ン キ ー
三 沢 が
岩ちゃんマン●

ボビー・ハリケーンが復活！

何故か西口ドアで一番人気なシュウソウらんど。基礎は
全く無いが、何が起きるか解らない雰囲気が人気を博し、
ドア正規軍、ｎＷｄ、大川興業の三軍対抗が行わ
夏のＧＯ １トーナメント優勝もした。ただ面白くないの
－
れた。ルールは３ＷＡＹタッグハードコアエニウェ
は小蝶野だ。そんな芸に基本もないスタイルに対し「人気
アフォールデスマッチ。あらゆる凶器は自由、タッ
を勘違いするな」と言わんばかり。怒りが伝わってくる。
チの権利もなし。全軍が同時に闘え、リングのみな
小蝶野はシュウソウの入場を待ち切れず奇襲。シュウソウ
らず、会場ならどこでもフォールを認められるデス
の緩い反撃にも怒りが募っていく。シュウソウもラッシュ
マッチだ。あらゆる凶器を使う大川興業のベルセル
を噛ますがこれも効かず 。シュウソウがロープのリバウ
…
ンドを利用しての攻撃にいったが、カウンターのケンカキッ ク三好と工藤。観客に伝わらない凶器や小技攻撃で
終始リードする。ただ、かつてシャッターチャンス
ク一発をアゴに喰らい、あっさり負けてしまった。シュウ
わか＆ことね組の女子組と抗争をしていた大川軍だ
ソウに期待していた会場からはガッカリのため息。だがこ
れが実力の世界と小蝶野はシュウソウに対し、ゴングが鳴っ が、秋に女子二人は仲間割れし、パートナーをわか
はマジックとｎＷｄに、ことねは正規軍同士のよし
てもＳＴＦを離さず終いだった。小蝶野は決勝に体力を温
えつねおとそれぞれ変えていたのを知らなかった
存しなければならないのに怒りが爆発した試合だった。
か、わかとことねだけ攻撃。だが、ここは女子は共
闘で大川軍を蹴散らすと最後は二軍対決。長い試合
を制したのはｎＷｄの合体攻撃でつねおをフォー
ル。勝ったわかは次回から名前を改名すると発言。
新たに生まれ変わるようだ。

▼けんちゃんとボビーは盟友。再会を喜び満面の
笑みのけんちゃん（左）

月西口ドアで敗退復活バトルロイヤルを制したのは坂本
ガソリンだった。ガリンのこの一年の急成長振りは立派で
あった。ガソリンのミラクル逆転優勝は有り得るのか。ガソ
リンは当トーナメントは一回戦敗退という成績。だが、相手
が小蝶野という実力者に敗退。今回ばってんに勝って決勝戦
で小蝶野に胸を借り、リベンジしたい。試合は第一試合から
観客のテンションも高く、両選手もハードな闘いとなる。決
勝に駒を進めるのに短期決戦は持ってこいだ。ガソリンが原
爆固め、脇固めを出せば、ばってんも大技に来るガソリンに
４回連続の丸め込みオンパレード。最後は回転足折り固めが
決まり、ばってんがメインの決勝戦へ進出を果たした。ガソ
リンもこれだけの丸め込みなら警戒できたはず。無念のガソ
リン。やはり試合数の経験の差で負けてしまったようだ。

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞６人タッグマッチ
小 蝶 野
ク ロ オ ビー●
ばってんＶＳ桃太郎(黒帯衆)
○川
本
メタル(新感線)

▼ボビー（中）のＷラリアット !

人気上昇のシュウソウ敗退！

１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞ＷＧＤ世界一Ｔ準決勝
○ばってんＶＳガソリン●
▲川本 ( 中 )、メタル ( 左 ) がよけてばってんに誤爆！

▲

ＷＧＤ決勝戦を終えた瞬間、また乱入者が現れた。海賊
男ガスパ～が乱入だ。この正体は黒帯衆だった。黒帯衆とは
あの華美やかな劇団☆新感線の俳優の吉田メタルをリーダー
に安田桃太郎（黒帯衆）、伊藤教人（黒帯衆）、南誉士広（黒
帯衆）
Ｌｉｄａ
（ニンジャマンジャパン）のアクション俳優の
軍団。アクション俳優の登場は西口マット初だ。メタルは試
合に川本ＣＥＯを呼び込み、試合を促す。回りの反対を押し
切り、川本は急遽、６人タッグを決定。自ら初の試合を決意
した。黒帯衆は凄まじい運動神経を発揮する。空中戦から力
技と鍛え抜かれた体を誇示。このばってんと小蝶野は３試合
目でスタミナもない。黒帯衆のセコンドも乱入。そうなると
ドア陣営は６倍もいて、集団で黒帯衆をやっつける。最後は
ドア軍の合体技から川本がクロオビーを抑え、ドア城を辛う
じて守った。２０１１年はこの黒帯衆も参戦するか、川本Ｃ
ＥＯも本格デビューするのかも注目したい。

▲そうそうたるメンバーでの乱入に会場は騒然！

敗者復活のガソリン、ミラクル起きず！

運動神経抜群！アクション俳優軍団乱入！

▲ばってん（右）の延髄斬り！
▲場外で容赦ない椅子攻撃をする小蝶野（左）！
１２・１９新木場大会《西口ドア》
＞ＷＧＤ世界一Ｔ決勝戦
○ばってんＶＳ小蝶野●
※ばってんが第一回WGD王者となる！

▼小蝶野 ( 左 ) 迫力の頭突き！
▼お互いの健闘を称え、
握手しようとしたその時に･･･

(5)

【西口激闘ダイジェストⅢ】西口プロレス、西口ドア、ラン☆８プロレスが年末年始、それぞれ活躍！西口プロレス 10 周年を前に３団体が一つに纏まるのか !? 各興行をダイジェストで掲載！

開戦か!?西プロvsラン☆８対抗戦！ 小猪木、因縁の見た目がを玉砕！ ヤング勝利！勝因はカッケキック！ 小猪木、この12月に幻の三冠王!?

二人は西口シングルトーナメント準決勝以来の因縁対
決。その時は小猪木がロープで逃れたと思いきや、レフェ
リーがカウントを入れてしまい敗退。秋のサマーランド
での再戦も流れ、この冬に持ち越された。その間、見た
目がは下町無差別級王者になり実績をあげたが、小猪木
が怒りの延髄斬りで下町王者に格の違いを見せ付けリベ
ンジ。圧勝だった（カメラ：有元英子）。

▲

小猪木（左）のコブラツイスト！

▲
１２・２１柏大会
《慈恵医大柏病院》
＞シングルマッチ
○ヤングＶＳジミー●

ジミー、豪快にヤングを投げた！

小馬場＆ユダン・ハンセン組はラン☆８コンビ。ラ
ン☆８に対して怒る焙煎は「ラン☆８は認めない、対
抗戦はない」と断言。だが、発言した矢先に組まれた
カードが正に対抗戦。じっちゃんも怒りを露呈し、酔っ
払い過ぎて寝込んでしまったとこをフォール負け。こ
れが対抗戦の開戦となるのか、または焙煎は絶対反対
でやらないのか、今後に注目だ（カメラ：有元英子）。

▲

１２・２１柏大会
《慈恵医大柏病院》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ見た目が●

見た目が（左）も連勝を狙ったが・・

１２・２１柏大会
《慈恵医大柏病院》
＞タッグマッチ
ユダン
じっちゃん●
○小馬場ＶＳ焙
煎

ラン☆８に対し怒りをあらわにする焙煎！

▲

１２・２３熊本大会《喧王ISM》
＞シングルマッチ
○小猪木ＶＳ小馬場●

小馬場がラン☆８元旦決戦で西口との対抗戦を提案。焙煎ら
ヤングがジミー・スニーカーとの一騎打ちに挑んだ。
ジミーが勝つと予想していたが、なんとヤングの変幻な 西口勢は断固拒否（小馬場は焙煎と柏でのタッグ戦に勝利）。
今回熊本で小猪木とのノンタイトル戦。小馬場とレフェリーの
技の連発でジミーを翻弄。カッケキックからボディプレ 島田光浩（喧王）と揉めてる間に延髄斬り一閃。小猪木はこの
スをした後のフォールで勝利。なんとカッケは当病院の 12 月、新潟で西口王者のローズ、柏で下町王者の見た目が、
先生が発見したとか…。その技が盛り上がり、ジミーの 熊本でラン☆８王者の小馬場にノンタイトル戦で三大王者から
ペースが崩されたのも解る気がした（カメラ：有元英子）。 勝利した今後の対抗戦の行方も注目（カメラ：吉瀬晶子）。

ロイヤルランブル
＜決勝戦＞
□ばってんＶＳ矢 野■
(バトラーツ)
※９人参加、ばってんが優勝！

１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
＞キャットファイトルール
○愛 子ＶＳことね●
（フリー）

大晦日の後楽園ホール。33 団体 36 人参加
の時間差バトルロイヤルにばってんが出場し
た。14 番目に登場したばってん。しかし、最
後まで残れず、４番目の早い敗退。序盤から
みんなに落とされ、オーバーザトップロープ
で失格となった。優勝は男色ディーノ（ＤＤＴ）
を下したＦＵＮＡＫＩ（フリー）が優勝（参加
選手は６面参照）（カメラ：年越しプロレス）。

元旦興行。今年西口選手の初試合はことね。昨
年は総合格闘技で勝利したり、西口タッグリーグ
に出場したりと躍動な一年だった。今年一発目は
キャットファイトルールで新人のタイガー愛子（フ
リー）に猫耳を取られそうになったことねは時間
切れ残り 20 秒前で、うっかりギブアップしてしま
い黒星発進。つねお同様、ことねも浮き沈みの激
しい年になりそうだ（カメラ：ＣＤプロレス）。

ワラビー王座挑戦権獲得！

大晦日新木場昼興行。ワラビーＴＶ王座挑戦者
決定ロイヤルランブル９人の中にばってんがいた。
ばってんが矢野啓太（バトラーツ）をオーバーザ
トップロープで下し優勝。次期同王座挑戦権を獲
得した。退場順は次の通り。パトリオットマスク（フ
リー）、ジ・ウインガー（フリーダムス）、竹嶋健
史（バトラーツ）、松崎和彦（フリー）、カンフーチャ
ンリー（フリー）、リッキー・フジ（フリー）、富
豪富豪夢路（バンプマン）（カメラ：佐藤静香）。

小蝶野率いるｎＷｄ
団体戦で勝利！

１２・３１新木場大会
《G浜田興行》
＞10人タッグマッチ
メ ガ ネ
こ と ね
わ
か
ぼ っ ち
ガソリンＶＳＳカブキ
け
ん
つ ね お●
○小 蝶 野
ばってん

▲

ＧＷＤ個人戦に敗れた小蝶野（関連４面）。大晦
日に団体戦が急遽決定した。ドア正規軍はばって
ん、つねお、カブキ、ぼっち、ことね。ｎＷｄは小
蝶野、けん、ガソリン、わか、そしてメガネくん。
今回マジックも欠場。マザー・コングが失跡、引
退後の空席を初登場のメガネくんが加入。学プロ
で培ったメガネは戦力になり、ＧＷＤのウサ晴らし
の如く、ｎＷｄが勝利した（カメラ：佐藤静香）。

わかラストマッチ!?わかvsアン実現！ なんだなんだ!?見た目が邦子!?登場！
▲

試合後、わか 左
( と
)
アンが控室でパシャリ！

▲

▲

ことね、ピンチを
切り抜けられず
新人に敗退！

大晦日新木場夜興行はＣＰＥにことね、わかが出場。
試合はビューティフルアートルール。試合展開や技な
どで如何にキレイに闘うかを競うルールだ。ことねの
パートナーは歌手の鳳華（ＣＰＥ）。わかのパートナー
は元初代ミニスカポリスの福山理子（イブエンタープ
ライズ）。３Ｒフルタイム試合したが、８対７の判定
でことね組が勝利した（カメラ：ＣＰＥ）。

※36人参加！

新人のタイガー愛子に敗退！

全員で記念撮影！

マイクアピールする
ことね（左）と
パートナーの鳳華！
１２・３１新木場大会《ＣＰＥ》
＞キャットファイト
ビューティフルアートルール
鳳華(CPE) 福山(イブE)
○
ＶＳ
●
こ と ね
わ
か

１２・３１後楽園大会
《年越しプロレス》
＞時間差ロイヤルランブル
＜決勝戦＞
□FUNAKIＶＳ男 色■
(フリー)
(DDT)

が
) 蟹を押さえ込む！

東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧの逆側に夢
の島公園があり、そこのＢｕｍＢ東京スポー
ツ文化館でプロレスリングＳＳＳの大会が行
われた。年末年始は下町王者の見た目がはオ
ファーが更に増えた。見た目がは翔太（フ
リー）と組んだが、
ササメ（ＳＳＳ）
＆魔紅（Ｓ
ＳＳ）組に執拗に狙われ、
最後はササメのスー
パーフライに敗退（カメラ：ＳＳＳ）
。

キャットファイト、ことね、わか出場！ ばってん、33団体ロイヤルランブル出場！ 2011年初試合はことね！
▲

ばってん優勝！ 12･31新木場大会《G浜田興行》
＞ワラビーTV王座挑戦者決定

12・23 は小猪木と小馬場は熊本で、焙煎は北
千住で闘ってる中、見た目が、つねお、シュウソ
ウと真・下町に出場した。下町ダァーを倒して下
町無差別級王者の見た目がは初防衛戦はまだのよ
う。今回はつねおとのタッグで蟹Ｋ☆ＩＮＧ
（真・
下町）
＆みねぴょん（フリー）組との一戦は 22 分
弱にも及ぶ試合となったが、両軍リングアウトド
ローに終わった（カメラ：アジャ幸司）
。

▲

１２・２６新木場夢の島大会《ＳＳＳ》
＞タッグマッチ
魔 紅(SSS)
翔太(フリー)
○ササメ(SSS)ＶＳ見た目が●

上
(

西口ドアＧＷＤベスト４（関連４面）
、
ＧＯ
見た目がは埼玉の越谷市大袋の昼の真・下
－１グランプリ優勝者のシュウソウらんどが
町プロレスの興行を終えるとばってんと６６
真・下町プロレスに登場した。相手は元下町
６プロレスに乗り込んだ。二人はＫ６６６
（６
無差別級王者の下町ダァー（真・下町）
。シュ ６６）とタッグを組み、先輩（６６６）
＆佐
ウソウのトリッキー殺法で撹乱したものの、
野直（国際プロレスプロモーション）
＆ＤＪ
最後は下町ダァーの裸絞めに失神。レフェ
ニラ（フリー）組と激突。最後はＫ６６６が
リーストップ負けを喫してしまい、醜態を晒
ニラにｇｏ２ｓｌｅｅｐを決めて勝利した
してしまった（カメラ：アジャ幸司）
。
（カメラ：６６６）
。

西口本興行と同日、紅白プロレスでプロレス
ラーの葛西純（フリーダムス）
＆レイチェル対Ｄ
ＤＴのレスラーのアントーニオ本多＆マンボーが
激突。こだわりの強い葛西もこの日はメイクをし
て試合。最後はレイチェルがマンボーにウラカン
ラナを決めて勝利。ちなみにレイチェル、
マンボー
は西口の一員らしい。１月本興行に登場予定らし
いが実力は如何に !?（カメラ：ラジークイーン）

グラン浜田 中
(
)
を囲み記念撮影！

１２・２３新木場大会《666》
＞６人タッグマッチ
○Ｋ666(666) ニラ(フリー)●
ばってんＶＳ佐野(国際Ｐ)
見た目が
先輩(６６６)

１２・２２新木場大会
《紅白プロレス》
＞タッグマッチ
葛西(FREEDOMS) 本多(DDT)
○レイチェルＶＳマンボー●

ばってん 右
(
)
矢野に猛攻撃！

背後でばってんを
見守る佐野 ( 左 )!

つねお

▲

レイチェル

見た目が＆ばってん 見た目が、ＳＳＳマットで黒星！
６６６登場！

１２・２３大袋大会《真・下町》
＞タッグマッチ
つ ね お
み ね(フリー)
△見た目がＶＳ 蟹(真・下町)△

と
) マンボー！

１２・２３大袋大会
《真・下町》
＞シングルマッチ
○ダァーＶＳシュウソウ●
(真・下町)

バトラーツに参戦中の焙煎。前回、三州ツバ
吉にバトラーツルール（打撃なし、寝技のみ）
で勝利し、今回、山本裕次郎（バトラーツ）に
も勝利したい。というのも 2011 年のバトラーツ
トーナメントに出場が決まっており、焙煎も西
口トーナメント覇者として優勝を狙う。焙煎押
せ押せだったが、残り時間約３分前に腕固めを
決められ、無念のギブアップ。２月のトーナメ
ントに不安が立ち込めた（カメラ：有元英子）
。

全員で記念撮影！

▲

▼

西口ドアで人気のシュウソウ
（右）下町に再び参戦！
左は下町ダァー！

シュウソウ、元下町王者ダァーッと試合！

後楽園ラクーア大会第二部のカードは小猪木
＆小馬場のｂｉ砲対焙煎＆ジミー組の一戦。組
んでよし、闘ってよしの小猪木と小馬場だった
が、ラン☆８と西口本隊は不協和音も感じ、
ｂｉ
の仲間割れも考えられたが、会場の子供達に火
が点きやんやの声援。そんな中、小馬場のスー
パー 16 文から小猪木の延髄斬りでｂｉが仲間割
れせずに勝利した（カメラ：有元英子）
。

▲

１・３後楽園大会
12･23北千住大会
《バトラーツ》
＞シングルマッチ
○山本ＶＳ焙煎●
（バトラーツ）

左
(

新年明けた３日。西プロ後楽園ラクーア大
会。試合は小猪木＆焙煎組対小馬場＆ジミー
組。小猪木＆焙煎組はジミー狙いで勝負して
くるかと思いきや、終始小馬場狙い。やはり、
ラン☆８プロレスの小馬場に対して入れた焙
煎のチョップは凄かった。試合は小猪木が小
馬場に延髄斬りしてフォール。小猪木＆焙煎
組に凱歌が上がった（カメラ：有元英子）。

１・３後楽園大会
《ラクーア=第二部》
＞タッグマッチ
小馬場
ジミー
○小猪木ＶＳ焙 煎●

焙煎下から腕を狙う！

１・３後楽園大会
《ラクーア=第一部》
＞タッグマッチ
焙 煎
ジミー
○小猪木ＶＳ小馬場●

焙煎餅つきパワーボム！

▲

新春から激しい場外乱闘！

長い試合は両軍リングアウトドロー！
小猪木&焙煎、小馬場イジメ!? 小猪木＆小馬場、久々のタッグ！
焙煎、Ｂトーナメント前哨戦敗退！ レイチェル、マンボーって誰だ!?
▲
▲
▲

▼見た目が邦子初登
場も夢子に黒星！

１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
＞シングルマッチ
○ア ンＶＳわ か●

昨年の元旦、わかはキラ☆アンとタッグを組ん
だが、今年はアンとの一騎打ち。キャットルール
ではなく、プロレスルール。ドアにも出場してい
た長身アン。わかも攻めたが、
ハイキックを喰らっ
てしまい敗退。わかは親に内緒で試合をしいたが
バレてしまい、シャッターチャンスわかとして最
後の試合に挑んだが黒星。次回は名前を変更して
心機一転を誓う（カメラ：ＣＤプロレス）
。

１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
＞３ＷＡＹマッチ
チュウカナ(フリー)●
○夢子(CPE)ＶＳ邦
子●

見た目が邦彦なら
ぬ、見た目が邦子が
新春のカウントダウ
ンプロレスに初登場
した。試合は３ＷＡ
Ｙマッチ。夢子（Ｃ
ＰＥ）が見た目が邦
子とチュウカナティ
ンティン（フリー）
を二人纏めてフォー
ル。この３ＷＡＹに
女子一人の夢子が男
子二人を同時に敗退
させた（カメラ：ＣＤ
プロレス）
。

▲

１・９蕨大会《ヤングプロレス》
＞３ＷＡＹマッチ
○小仲(666)ＶＳばってん●
※もう１人はヤングマン(666)!

１２・１９小山大会《栃木Ｅプロ》
＞シングルマッチ
○小馬場ＶＳ社会人Ｚ●
（トゥインクル）

実況のカズミファイブと
社会人Ｚ（右）！

んをフォール（カメラ：ＣＤプロレス）。

１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
＞シングルマッチ
○飛 田ＶＳばってん●
(埼玉プロレス)

の
) 怪奇派３人で対戦！

▲乞食 ( 左 ) と闘うばってん！

▲

中
(

１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
＞タッグマッチ
佐野(国際Ｐ) 乞 食(６６６)
○ば っ て んＶＳ大江戸(FU☆CK)●

▲

ばってん

▲

決戦でばってんは大活
躍。計３試合を敢行。
その一試合目、仲良し
の佐野直（国際プロレ
スプロモーション）と
タッグを組み、マグナ
１・１新木場大会《ＣＤプロレス》
ム大江戸（ＦＵ☆ＣＫ）
＞６人タッグマッチ
総帥(ＰＭ軍)
小
仲(６６６）
＆乞食（６６６）組と
佐野(国際Ｐ)ＶＳウインガー(FREEDOM）
対戦した。ＦＵ☆ＣＫ
○見 た 目 が
ば
っ
て ん●
とか乞食とかＴＶに出
見た目が＆佐野直（国プロＰ）＆ピンクタイガー
れないようなネーミン
グのレスラーを相手に 総帥（ピンクタイガーモンスター軍）のインディー
ばってんのアメリカン トップ３対ばってん＆ジ・ウインガー（フリーダ
エルボーが炸裂。大江 ムス）＆小仲＝ペールワン（６６６）のドインディー
戸からフォールを奪い 界の名レスラー達の試合。見た目がもばってんも
喜びを表した（カメラ： すっかりインディーのトップイベンター。西口よ
りも生き生き闘う中、見た目がクラッチでばって
ＣＤプロレス）。

冬の明け方、
寒空で場外戦！

久々の見た目が
（右）対ばってん

ばってん、大江戸＆乞食組に勝つ！ 見た目が、ばってん！インディーの盟友達と競演！ ばってん、因縁サバイバル飛田とも試合！ プロレスラーばってん、連戦に疲れ!? 小馬場、栃木プロレス大活躍！
ＣＤプロレス元旦

栃木エンターテイメントプロレスにレギュ
元旦明け方前もまだまだ興行は続いた。ばって
ラー参戦している小馬場。同日にラン☆８興行
ん対サバイバル飛田（埼玉プロレス）
。飛田は西
があったが、乙羽屋に任せ、小馬場は栃プロに
口旗揚げ一年目の秋に強行乱入。佐野直と西口出
６６６プロレスの若手版ヤングプロレスにプロ
登場。地元の小山市での試合は芸人の社会人Ｚ
場を訴えたが、話はフェードアウト。その飛田は レスラーばってん多摩川はレギュラー出場してい
西口のばってんに対し、その因縁からか危険な脳 る。今回はライバルの小仲＝ペールワン（６６６） （トゥインクルコーポレーション）と試合。最
とヤングマン（６６６）と３ＷＡＹマッチに出場。 後は余裕のスーパー 16 文キックを決めて勝利。
天杭打ちを決めてフォール。プロレスラーばって 連戦続きのばってんは疲れが見えたか、小仲のス
この後、小力が栃プロに登場。実況はカズミファ
んも危険な技を決められても、試合後大丈夫だっ モールパッケージホールドに敗退してしまった
イブが務めた（カメラ：栃木プロレス）。
た（カメラ：ＣＤプロレス）
。
（カメラ：ヤングプロレス）
。

ラン☆８、ドラミちゃんの登場大丈夫か!? 王道か!?邪道か!?小馬場のラン☆８プロレス！ ラン☆８元旦始動！ナンバー２争い！ 新武藤刑事から武藤ＫＧに改名も黒星！ ミナイ・マスカラスはデブ・マスカラスと別人！

小馬場エースのラン☆８プロレス。その両脇にい
るのが、ユダンと二代目チャントシロ猪木。ラン☆
８も何だかんだ組織とコマはしっかりいるようだ。
このユダンと二代目Ｃ猪木のナンバー２争いが元旦
から実現。試合は二代目Ｃ猪木が勝つかと思いきや、
ユダンがラリアットで逆転勝利。ナンバー２の争い
はユダンに凱歌が挙がった（カメラ：吉瀬晶子）。

１・１新宿LPO大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○征 似ＶＳ武藤KG●
(フリー)

新武藤刑事が武藤ＫＧに改名した。
ＫＧといっ
てもかつてハッスルにいた女子レスラーのＫＧと
は関係ないようだ。まあ実際芸人で武藤刑事は実
在してややこしいから武藤刑事よりは武藤ＫＧに
したのかもしれないが…。しかし、武藤ＫＧも坂
口征似（フリー）にうっかりギブアップで敗退し
てしまった（カメラ：吉瀬晶子）
。

▲

アン・ドレイ・ザ・
ジャイアント（下）
は そんなに大きく
ないようだ！

ラン☆８元旦大会、西プロ本隊との対抗戦を訴
えた小馬場だったが、却下され、ラン☆８選手の
みの興行となった。小馬場は初代ラン☆８世界栃
木ヘビー級王座に君臨。今回は小馬場がスカウト
した前田あきらめた（フリー）を相手の防衛戦は
スーパー 16 文で小馬場が防衛し、貫禄を誇示し
た（カメラ：吉瀬晶子）
。

１・１新宿LPO大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○ユダンＶＳ二代Ｃ猪木●

▲

右が改名した
武藤ＫＧ！
左が坂口征似！

ラン☆８エース小馬場が栃プロに出場の為、この
大会は乙羽屋がプロデュース。ドラミちゃんという
キャラを登場させたが、『ドラえもん』のドラミの
名前をそのまま使用。試合はドラミちゃんがブレー
ンバスターで勝ったが、ラン☆８は、小馬場は、乙
羽屋は、ドラミちゃんというリングネームをそのま
ま使って大丈夫なのだろうか…。漫画界とのトラブ
ルは避けて欲しい（カメラ：ラン☆８）。

１・１新宿LPO大会《ラン☆８》
＞ラン☆８世界栃木ヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小馬場ＶＳ前 田●
（フリー）
※小馬場が２度目の防衛に成功！

▲

ユダン（左）とＣ猪木
のライバル対決は
ユダンに軍配！

１２・１９那須烏山大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○ドラミＶＳＬ乙羽屋●

▲

小馬場（上）、
前田に脳天チョッ
プをはなった！
夢の対決はグダ
グダに終わった！

控室でカメラを向け
られ微笑むドラミ
ちゃん・・・

▲

１・１新宿LPO大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○ドレイＶＳミナイ●
(三木プロ)

ミナイ・マスカラス対アン・ドレイ・ザ・ジャ
イアント（三木プロ）の一戦。ミナイ・マス
カラスは西プロに出場しているデブ・マスカ
ラスとは別人のようだ（関連２面）
。ラン☆８
も猪木キャラを投入したり、マスカラスのキャ
ラを作ったり、西口に挑発行為を遠回しにし
ているようだ。試合はアン・ドレイのヒップ
ドロップで勝利（カメラ：吉瀬晶子）
。

(6)

【結果表】
ラン☆８プロレス『ラン☆８プロレスin那須烏山』
栃木・那須烏山楽市楽座
平成22年（2010年）12月19日（日） 試合開始12時（観衆＝30人）
＞シングルマッチ
○Ｄちゃん（15分59秒 体固め）Ｌ・乙羽屋●
※この大会は乙羽屋ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ興行！ドラミちゃんのﾌﾞﾚｰﾝﾊﾞｽﾀｰからﾌｫｰﾙ!ラン☆８プ
ロレス乙羽屋興行はドラミちゃんというﾘﾝｸﾞﾈｰﾑを使うということまでやってのけた!
栃木エンターテイメントプロレス『吉田和則デビュー20周年記念大会』
栃木・小山文化センター小ホール
平成22年（2010年）12月19日（日） 試合開始13時（観衆＝250人超満員）
＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（12分4秒 片エビ固め）社会人Ｚ●
（トゥインクルコーポレーション）
※芸人の社会人Ｚにスーパー16文キックを決めて勝利！
この後、小力が登場！実況はカズミファイブ！
西口ドア『西口ﾄﾞｱ第十三弾～初ﾘﾝｸﾞ!初ｼﾝｸﾞﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝決定戦！～』
東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ
平成22年（2010年）12月19日（日） 試合開始19時30分（観衆＝300人超満員）
＞ワールドグレートドア世界一決定トーナメント準決勝戦
○ばってん多摩川（７分34秒 回転足折り固め）坂本ガソリン●
※ジャパニーズレッグロールクラッチホールドが決まった！
ばってんがメインの決勝戦へ進出！
＞８人タッグマッチ
Ｋ ぼっち
ク
リ
ウ
Ｍ沢ミニ晴（12分20秒
Ｓ ・ ガ ン ジ ー
○Ｓ・カブキ カブキ固め）Ｓ ・ ヤ ン キ ー
三沢が光晴
みんな大好き岩ちゃんマン●
※カブキ千秋楽からカブキ式のフォール！
＞ワールドグレートドア世界一決定トーナメント準決勝戦
○小蝶野正洋（２分23秒 体固め）Ｓらんど●
※怒りのケンカキックからフォール！小蝶野が３分半弱で決勝へ進出！
＞タッグマッチ
○Ｂ・ハリケーン(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ)（８分21秒
蓑島 大樹
け
ん
ち ゃ ん
座り込み体固め）Ｌ・ヤング●
※ボビー・ハリケーンが一夜の復活！ヤングの丸め込みを潰してフォール！
＞ドア正規軍vsｎＷｄvs大川興業三軍対抗３ＷＡＹタッグハードコアエニウェア
フォールデスマッチ
Ｓ わ か（14分46秒
こ と ね
○Mr.マジック 座り込み体固め）よしえつねお●
※Ｍｒ．マジックとの合体技「恐怖の同級生」からフォール！
もう1チームはベルセルク三好(大川興業)＆工藤組(大川興業)!
＞ワールドグレートドア世界一決定トーナメント決勝戦＆浅草ROXまつり湯けん玉
道場杯争奪戦
○ばってん多摩川（７分６秒 エビ固め）小蝶野正洋●
※ばってんが第一回WGD王者となる！並びに浅草ROXまつり湯けん玉道場杯も獲得！
＞６人タッグマッチ
小 蝶 野
正 洋 (13分24秒 ク ロ オ ビ ー ●
ば っ て ん 多 摩 川
安田桃太郎(黒 帯 衆)
○ぴんぽんず｢最高｣川本CEO 体固め)
吉田ﾒﾀﾙ(劇団☆新感線)
※ばってんボンバーとｼｬｲﾆﾝｸﾞｹﾝｶｷｯｸの合体サンドイッチ技から川本がフォール！
川本は初試合となる！黒帯衆のセコンドには伊藤教人(黒帯衆)、南誉士広(黒帯衆)、
Lida(ニンジャマンジャパン)が付き乱入！
慈恵医大柏病院『柏病院忘年会 西口プロレス柏の陳』
千葉・慈恵医大柏病院講堂
平成22年（2010年）12月21日（火） 試合開始18時30分（観衆＝500人超満員）
＞シングルマッチ
○Ｌ・ヤング（６分４秒土下座式体固め）Ｊ・スニーカー●
※ジミーに勝った！カッケキックからボディプレスをした後に決めた！
＞タッグマッチ
Ｙ・ハンセン（11分７秒 じっちゃん●
○Ｇ 小 馬 場
体固め）焙煎 TAGAI
※酔っ払い過ぎて寝込んでしまったところをフォール！焙煎はラン☆８プロレス
との対抗戦を絶対反対していたが、このマッチメイクを組まれて敗退！
＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（６分11秒 体固め）見た目が邦彦●
※真夏のｼﾝｸﾞﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ以来の因縁の対決！小猪木が怒りの延髄斬りで下町無差別
級王者に格の違いを見せ付け、リベンジ！
紅白プロレス『紅白プロレス合戦』
東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 平成22年（2010年）12月22日（水）
試合開始19時（観衆＝250人）

※スワントーンからフォール！
＞第９回西口プロレス最強タッグ決定リーグ戦優勝戦
小蝶野正洋（８分０秒
偽セクシー・乙羽屋
○長州 小力 片エビ固め）Ｌ ・ 乙 羽 屋●
※小力&小蝶野組が優勝！小力は西口史上初の２度目のＶ！
小蝶野はドアの一員として初快挙！
真・下町プロレス『あっ！こいつら笑いの強者達』

埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成22年（2010年）12月23日（木）

試合開始13時30分（観衆＝40人）

＞シングルマッチ（３０分１本勝負）
○下町ダァー(真・下町)（８分11秒 ﾚﾌｪﾘｰｽﾄｯﾌﾟ）Ｓらんど●
※スリーパーホールドでＷＧＤベスト４のシュウソウも失神！
＞タッグマッチ（６０分１本勝負）
よしえつねお（21分50秒
みねぴょん(フリー)
△見た目が邦彦 両者リングアウト）蟹K☆ING(真・下町)△
※長い試合は両者リングアウトのドロー！

東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）12月23日（木）試合開始19時（観衆＝670人超満員札止め）
＞６人タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
○Ｋ６６６（666）（８分２秒
ＤＪニラ(フリー)●
ばってん多摩川
佐 野 直(国プロＰ)
見た目が 邦彦 片エビ固め） 先
輩(６６６)
※ｇｏ２ｓｌｅｅｐからフォール！

＞８人タッグマッチ
Ｍｒ．マジック
賀 川 照 子
Ｄ・マスカラス（９分２秒
け ん ち ゃ ん●
○Ｈ
二
郎 背面式体固め）Ｄ ・ ク サ イ
Ａ 小 猪 木
世界のうめざわ

カウントダウンプロレス『３興行同時進行カウントダウンプロレス
～掃き溜めオールスター年越し寒中大騒動怪～die３怪目！(年越し前)』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）12月31日（日）
試合開始23時30分（観衆＝670人超満員）

解 説

カウントダウンプロレス『３興行同時進行カウントダウンプロレス
～掃きめオールスター年越し寒中大騒動怪～die３怪目！(年明け)』
東京・新木場1st RING 平成23年（2011年）１月１日（土）
試合開始０時（観衆＝670人超満員）
＞キャットファイトルール（１Ｒ３分３回戦）
○Ｔ愛子（フリー）（３Ｒ２分40秒 ＴＫＯ）ことね●
※猫耳を取られそうになった為、ことね､タイガー愛子にｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ負け！

＞タッグマッチ（４５分１本勝負）
魔 紅(SSS)（11分45秒
翔太（フリー）
○ササメ(SSS) 片エビ固め）見た目が邦彦●
※スーパーフライが決まった！下町王者見た目が邦彦敗れる！

＞キャットファイト３ＷＡＹマッチ（時間無制限1本勝負）
○夢子（CPE）（15分23秒 体固め）チュウカナティンティン(フリー)●
見 た 目 が 邦 子●
※見た目が邦子初登場！夢子が二人纏めてフォール！

格闘探偵団バトラーツ
『バトラーツ年内最終興行～これを観なけりゃ年は越せない！～』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成22年（2010年）12月26日（日） 試合開始17時（観衆＝250人）

＞タッグマッチ（30分１本勝負）
佐野直(国際プロＰ)（17分９秒 乞
食(６６６)
○ばってん 多 摩 川
体固め）Ｍ大江戸(FU☆CK)●
※アメリカンエルボーでマグナム大江戸からフォール！

＞シングルマッチバトラーツルール（15分１本勝負）
○山本裕次郎（バトラーツ)（11分14秒 腕固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※打撃なし、ロープエスケープ５回までのルール！焙煎、押せ押せ
も腕を決められ無念のギブアップ！

＞６人タッグマッチ（30分１本勝負）
Ｐ 総 帥(ＰＭ軍)（15分44秒
小仲＝ペールワン(６６６)
佐野直(国際プロＰ)
ジ・ウインガー(FREEDOMS)
○見 た 目 が 邦 彦
見た目が固め）ば っ て ん 多 摩 川●
※見た目が＆佐野＆ピンクタイガー組の名トリオが勝利！

グラン浜田ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ興行『～グラン浜田プロデュース～夢の架け橋2010』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）12月31日（金） 試合開始13時（観衆＝100人）
＞ﾜﾗﾋﾞｰ提供ﾜﾗﾋﾞｰTV王座次期挑戦者決定ﾜﾗﾋﾞｰ★ﾛｲﾔﾙﾗﾝﾌﾞﾙ(9人参加）
<決勝戦>
□ばってん多摩川（18分45秒 ﾘﾝｸﾞｱｳﾄ）矢野啓太(バトラーツ)■
※退場順（<>内は入場順）＝パトリオットマスク(フリー)<2>、ジ・ウインガー
(FREEDOMS)<3>、竹嶋健史(バトラーツ)<5>、松崎和彦(フリー)<4>、カンフーチャ
ンリー(フリー)<7>、リッキー・フジ（フリー)<8>、富豪富豪夢路(バンプマン)
<9>、矢野啓太！
※ばってんが挑戦権獲得！

＞シングルマッチ（時間無制限１本勝負）
○サバイバル飛田(埼玉プロレス)（11分14秒体固め）ばってん多摩川●
※プロレスラーのばってんに危険なドリル・ア・ホール・パイルドライ
バーからフォール！
ラン☆８プロレス『新春ラン☆８プロレス2011』
東京・新宿ロフトプラスワン
平成23年（2011年）1月1日（土）
試合開始3時（観衆＝100人）
＞シングルマッチ
○坂口征似(フリー)（３分37秒ＴＫＯ）武藤ＫＧ●
※新武藤刑事から武藤ＫＧに改名も敗退！

＞西口ドア提供10人タッグマッチ（60分１本勝負）
Ｍ
く
ん
こ
と
ね
Ｓ
わ
か（15分38秒
Ｋ ぼ っ ち
坂本ガソリン
Ｓ・カ ブ キ
け ん ちゃん
ＳＴＦ） よしえつねお●
○小蝶野 正洋
ばってん多摩川
※ｎＷｄ軍が勝利！メガネくん、ｎＷｄ入り!

＞シングルマッチ
○Ａ・Ｄ・ジャイアント(三木プロ)
（３分59秒 体固め）Ｍ・マスカラス●
※アン・ドレイ・ザ・ジャイアント対ﾐﾅｲ･ﾏｽｶﾗｽはジャイアントに軍配！
ヒップドロップからフォール！

ＣＰＥ『CPE PRESENTS大晦日特別興行キャットファイトだよ!
全員集合!!-帰ってきた女祭り!やれんのか!2010-』
東京・新木場1st RING
平成22年（2010年）12月31日（金） 試合開始18時30分（観衆＝250人）

＞ラン☆８世界栃木ヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ｇ 小馬場（７分８秒片エビ固め）前田あきらめた●（フリー）
※小馬場が２度目の防衛に成功！Ｓ１６文からフォール！

＞キャットファイトビューティフルアートﾙｰﾙ(1Ｒ3分3回戦)

年越しプロレス『目指せ30団体大集結！
大晦日年越しプロレス2010カウントダウンスペシャル!!』
東京・後楽園ホール
平成22年（2010年）12月31日（金）
試合開始19時（観衆＝2000人超満員）

＞３ＷＡＹマッチ
○三平×２
（７分54秒
○焙煎TAGAI
体固め） Ｄ 仮 面●
※ダーティーイリュージョンで二人を凍らせて投げようとしたが、
浴びせ倒しとなってＤ仮面がフォール負け！

＞シングルマッチ
○Ａ 小猪木（７分21秒 体固め）小蝶野正洋●
※初の一騎打ちは延髄斬りからフォール！

＞シングルマッチ（30分１本勝負）
○Ｋ☆アン（７分31秒 体固め）Ｓ わ か●
※キラ☆アンのハイキックからフォール！シャッターチャンスわかとし
てラストマッチは黒星！次から名前を変更予定！

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優勝戦』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成22年（2010年）12月22日（水） 試合開始19時30分（観衆＝400人）

＞西口プロレスヘビー級選手権試合
○＜王者＞Ｌ・ローズ（６分42秒 背面式体固め）＜挑戦者＞ばってん多摩川●
※雪崩式ローズボトムからフォール！ＷＧＤ覇者ばってんの西口王座初挑戦は
失敗に終わる！ローズが15度目の防衛に成功！

＞タッグマッチ
賀川 照子
（9分6秒
Ａ・ブッチャン●
○Ｇ 小馬場
片エビ固め）世界のうめざわ
※スーパー16文キックからフォール！
この試合小馬場と世界のﾗﾝ☆8対決が力を発揮！

プロレスリングSSS
『SSS創立20周年記念興行＆ZIPANGU結婚式プロレス～ぼくらの夢の向こう側～』
東京・江東区BumB東京スポーツ文化館マルチスタジオ
平成22年（2010年）12月26日（日） 試合開始12時30分（観衆＝90人）

福山理子(イブＥ) ●
○鳳華(CPE)
こ と ね （判定） Ｓ
わ
か

＞第９回西口ﾌﾟﾛﾚｽ最強ﾀｯｸﾞ決定リーグ戦優勝戦最下位決定戦
○所々ジョージ（11分14秒
超能力少年ダイジ●
見た目が邦彦 片膝乗せ体固め）Ｙ
戸
塚
※見た目がとヨットの中盤に見せた攻防は最下位戦と思えぬお見事な攻防！
最後は所々の雪崩式Ｇパン式フランケンシュタイナーが決まった！
戸塚&ダイジ組が最下位決定！

＞６人タッグマッチ
偽セクシー・乙羽屋（12分13秒 け ん ちゃん
Ｌ ・ ヤ ン グ
所々ジョージ●
○Ｌ ・ 乙 羽 屋
体固め）じ っ ちゃん
※セクシーＤＤＴからフォール！

喧王ISM『喧王vol.3全国不良対決キングオブ喧王トーナメント
～熊本の牙城は俺らが守る 貴様達に喧嘩教えてやるよ～』
熊本興南会館
＞お年玉争奪時間差66秒ロイヤルランブル
平成22年（2010年）12月23日（木） 試合開始16時30分（観衆＝1000人）
＜決勝＞
○ザ・クレイジーSKB(666)(19分41秒 お年玉奪取）見た目が邦彦…他●
＞シングルマッチ
＜参加選手＞見た目が邦彦、小仲=ペールワン(666)、忍(666)、乞食(66
○Ａ 小猪木（７分46秒 体固め）Ｇ 小馬場●
6)、K666(666)、ダイナスティ(666)、the101(666)、佐野直(国際プロＰ)、
ピンクタイガー総帥(ピンクタイガーモンスター軍)、タコ乳頭゛(ピンク
※ﾚﾌｪﾘｰ島田光浩(喧王ISM)と揉める小馬場!その背後から延髄斬り！
タイガーモンスター軍)、アパッチ小坂井(アパッチ)、マグナム大江戸
小猪木、ラン☆８王者にも勝利!
(FU☆CK)、力丸(フリー)、ラ・マルクリアーダ(フリー)、翔太(フリー)
※お年玉奪取でｻﾞ･ｸﾚｲｼﾞｰSKBの優勝！引き続き、年越し興行へ継続！
666プロレス『666vol．38～七執念ブラッティクリスマス大会～』

＞タッグマッチ
葛西純(FREEDOMS)（10分３秒
Ａ本多(DDT)
○レイチェル
エビ固め） マンボー●
※ウラカンラナからフォール!レイチェル､マンボーは､西口ﾌﾟﾛﾚｽの一員らしい!

＞第９回西口ﾌﾟﾛﾚｽ最強タッグ決定リーグ戦優勝戦進出決定戦
○偽セクシー・乙羽屋（５分57秒
Ｌ・ヤング●
Ｌ ・ 乙 羽 屋 雲竜式体固め）じっちゃん
※乙羽屋のセクシーＤＤＴから偽のフライング雷電ドロップ炸裂！
ダブル乙羽屋が優勝戦進出！ヤング無念の３位！

＞シングルマッチ
○焙煎ＴＡＧＡＩ（８分10秒 エビ固め）Ｋぼっち●
※餅搗きパワーボムでフォール！

※試合展開や技などで如何にキレイに闘うかを競うルール！
フルタイム試合したが、ポイント８対７の判定でことね組の勝ち！ことねは歌手
の鳳華と組み、わかは初代ミニスカポリスの福山理子とタッグを組んだ！

＞シンボル持ち込みランブル33団体ロイヤルランブル
＜決勝戦＞
□FUNAKI(フリー)（40分51秒 リングアウト）男色ディーノ■
入場順＝男色ディーノ(DDT)、魁(DOVE)、趙雲子龍(新北京)、パンダカーロボ
(ハナヤシキ）、菊タロー(アキバ)、矢野啓太(バトラーツ)、ゴールデン・パ
イン(沖縄)、藤原秀旺(アライヴ)、小笠原和彦(押忍闘夢)、忍(666)、佐藤光
留（パンクラスMISSION)、諸橋晴也(ユニオン)、関本大介(大日本)、ばってん
多摩川、ベアー福田(シークレットベース)、ダイスケ(ガッツワールド)、
ヤス久保田(スポルティーバ)、ヒデ久保田(スポルティーバ)、葛西純(FREEDOM
S)、米山香織(JWP)、帯広さやか(19時女子)、沼澤邪鬼(大日本)、リッキー・
フジ(フリー)、都宮ちい(アイスリボン)、シャイニングタイガー・ビックバデ
ィ(横浜)、マリーンズマスク(K-DOJO)、ウルトラマンロビン（SGP)、ちーばマ
ン(ちばハッピープロレス)、剣舞(みちのく)、政宗(大阪)、柴田正人(STYLE-E)
、バラモンシュウ(フリー)、バラモンケイ(フリー)、松田慶三(IWAジャパン)、
サバイバル飛田(埼玉)、FUNAKI(フリー)
退場順＝パンダカー、魁、矢野、ばってん、小笠原、秀旺、パイン、趙雲、
菊タロー、光留、帯広、関本、諸橋、ヤス、ヒデ、リッキー、ビックバディ、
ダイスケ、ロビン、福田、米山、マリーンズ、ちーば、剣舞、葛西、沼澤、
柴田、政宗、飛田、忍、松田、都宮、シュウ、ケイ、ディーノ
※ばってんは途中、オーバーザトップロープで敗退！

＞シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン（４分48秒体固め）二代目チャントシロ猪木●
※ラリアットからフォール!
ＬａＱｕａ『新春西口プロレスinＬａＱｕａ第一部』
東京・後楽園ラクーアガーデンステージ
平成23年（2011年）1月3日（土）
試合開始12時30分（観衆＝1500人）
＞タッグマッチ
焙煎TAGAI（９分24秒 Ｊ・スニーカー
○Ａ 小猪木
体固め）Ｇ 小 馬 場●
※延髄斬りからフォール！
ＬａＱｕａ『新春西口プロレスinＬａＱｕａ第二部』
東京・後楽園ラクーアガーデンステージ
平成23年（2011年）1月3日（土）
試合開始14時30分（観衆＝2000人）
＞タッグマッチ
Ｇ 小馬場 （14分22秒 Ｊ・スニーカー
○Ａ 小猪木
体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※スーパー16文からの延髄斬りからフォール！
ヤングプロレス『第11回YOUNGプロレスわっしょい！』
埼玉・蕨ISAMIレッスル武闘館
平成23年（2011年）１月９日（日）
試合開始18時（観衆＝100人）

西口ﾌﾟﾛﾚｽ『西口プロレスカウントダウンinアントニオ猪木酒場2010～2011』 ＞３ＷＡＹマッチ（時間無制限１本勝負）
東京・アントニオ猪木酒場新宿店
○小仲＝ペールワン(666)（８分８秒 首固め）ばってん多摩川●
平成22年（2010年）12月31日（金）
※もう１人はヤングマン(666)！
試合開始22時30分（観衆＝80人）

(8)

西口プロレス1月大会～今さら荒れだす三学期～
西口プロレス 2011.1.25 (火) 東京・新宿FACE
第一試合 シングルマッチ
ＶＳ
焙煎ＴＡＧＡＩ

賀 川 照 子

第二試合 ハードカオスマッチ
【ラブセクシー・ファミリー】
【ラジークイーン】
ラブセクシー・ソング
アララナカジー
ＶＳ
ラブセクシー・ヤング
チェリー吉 武
ラブセクシー・乙羽屋
マ ン ボ ー
ラブセクシー・ローズ
レ イ チ ェ ル
第三試合 シングルマッチ
カールぼっち
ＶＳ
ばってん多摩川
第四試合 ハードコア選手権試合
＜王者＞じっちゃん ＶＳ ＜挑戦者＞三平×２ ＶＳ＜挑戦者＞超能力少年ダイジ
第五試合 ６人タッグマッチ
け ん ちゃん
倉 富 益 二 郎
見た目が 邦 彦
ＶＳ
ダーティー仮 面
世界のうめざわ
アントニオ小猪木
第六試合 タッグマッチ
小蝶野正洋
ジ ャ イ ア ン ト 小 馬 場
ＶＳ
長州 小力
アブドーラ・ザ・ブッチャン
【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
第１回 02・11～12 バトルスフィア東京 神風健三郎＆焙煎ＴＡＧＡＩ組
第２回 03・12
バトルスフィア東京 ハチミツ二郎＆見た目が邦彦組
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
第４回 05・11～12 新宿ＦＡＣＥ
ラブセクシー・ヤング＆ドン・クサイ組
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
第６回 07・11～12 新宿ＦＡＣＥ
代々木健介＆三平×２組
第７回 08・11～12 新宿ＦＡＣＥ
長州小力＆ハチミツ真也組
第８回 09・11～12 新宿ＦＡＣＥ
賀川照子＆安藤なつ組
第９回 10・11～12 新宿ＦＡＣＥ
長州小力＆小蝶野正洋組
※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！

実

エール橋本

解

況

説

カズミファイブ

レフェリー

リングアナサー

松尾アトム前派出所

ガラ林

ポーク林

http://www.showtime.jp

〒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）

チキン林

チャーシュー専門店
チャーシュー力

かぶきうぃずふぁみり～

TEL 03-5800-5801

参加チーム
８組参加
４組参加
10組参加
12組参加
12組参加
14組参加
16組参加
14組参加
16組参加

リングガール

見た目が邦彦

ユンボ安藤

準優勝チーム
小猪木＆ローズ組
小猪木＆Ｄ仮面組
ドン＆マサ組
健介＆マサ組
ローズ＆Ｌ乙羽屋組
小猪木＆ローズ組
ユダン＆デブロディ組
ローズ＆ヤング組
Ｌ乙羽屋＆偽セクシー・乙羽屋組

マトン林

ハンバーグ林

各種保険適用で安心価格！気軽にリフレッシュ！

東久留米店 TEL 042-476-1898
TEL 03-3780-1231
新狭山Z店 TEL 042-900-0188
三芳店
TEL 049-257-0303 営業時間 AM10:00～PM21:00 定休日 日祝日休

毎月更新！
西口新聞持参の方に限り「キャベチャーシュー」をサービス
西口プロレス
ブロードバンド 「迷わず食べよ食べればわかるさ」
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！

ばってん多摩川

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。

