西口プロレス創立 周年大会。長いようで短
く、短いようで長かった。この 年、プロレス
界参入やバラエティー番組登場した。全国ツアー
では観客を１万２千人動員した。勿論、客が激
減したり、契約トラブルがあったりと 年の間
で色んな事があった。今回 周年大会の会場は
日本武道館、後楽園ホール、またはその他の会場、
新宿ＦＡＣＥ、新宿プーク人形劇場など、沢山
の候補が上がったが、ここ近年の動員数の減退
を否めず、新宿ＦＡＣＥに決定。だが今回チケッ
トは完売。ファンの 周年の期待が膨らんでい
たことを感じた。やはり、今回のメインは前回
１月大会で長州小力対アントニオ小猪木に決ま
る。二人は旗揚げ戦士ではないものの、この西
プロの軸となりエースとなった。小力が『Ｒ
１ぐらんぷり』でファイナルに行けば、小猪木
はとんねるずの番組の『細かすぎて伝わらない
モノマネ選手権』で優勝。二人はライバルとし
て西口内に留まらず、バラエティー番組でもリ
アルに火花を散らし、全国区で楽しませた。西
プロ一年目から、西口の看板カードとして名勝
負を繰り広げ、今回の 周年も看板カードで勝
負する。更に封印していた小ＩＷチービーヘビー
級選手権を２年振りに復刻。激励賞も沢山届い
た。花束嬢に元西口リングガールの山本紗代、
武田真由美も駆け付ける。いよいよゴングが鳴
る。序盤は静かなる駆け引き合戦。小猪木の逆
インディアンデスロックから試合が動き出す。
小猪木優勢かと思えば小力も反撃。試合は一進
一退。小力が捻りを加えたバックドロップから
ラリアットの必勝パターンで勝負に出た。西口
ＤＸでもダチョウ倶楽部やユリオカ超特Ｑ、安
田大サーカスなど、数々のお笑いタレントを撃
破し、昨年末には神奈月＆武藤敬司の持つＦ
１タッグ王座も奪取し、お笑い界、プロレス界
と頂点を極めた小力。いつもならここで勝って
もおかしくなかったが、小猪木もこの２年で天
龍源一郎や藤原喜明などのレスラーにやられた
免疫力は伊達ではなかった。小猪木は延髄斬り
で小力の動きを止めると最後はトップロープか
らダイビング延髄斬りで小力を倒し、小ＩＷチー
ビー王座を奪回。実に７年半振りに腰に巻いた。
ある意味、西口の枠を越えた芸人最強決定戦と
言っても過言ではないこの試合だったが、正に
西口プロレスのトップ２の闘いが、歴史を見せ
付けたのではないだろうか。そしてこの日のカー
ドが全部名勝負。このところ元気のなかった西
プロだったが、この起爆剤が再び新たな元気を
与え、次回大会からも超満員御礼であることに
期待したい。西口プロレスが革命団体であり、
元祖お笑いプロレス団体だから。

▲小力 ( 下 )、顎を持ってのデッドリードライブ！ ▲小力必殺の捻りを加えたバックドロップ！ ▲小猪木 ( 左 ) のコブラツイスト！右手で贅肉クロー！

▲最後はダイビング延髄斬り！

▲芸人最強と言える小力を撃破！

メインは小力vs小猪木！
▲厳かなセレモニー！
小力（右）は白タイツで登場！

西口プロレスが創立 10 周年記念興行を行った。思えば 10 年
前、リングもなく、見切り発車で出発した西口プロレスが 10
年間の中で色んなことがあった。窮地に陥った時もあったが、
履い上がって全国ツアーも行った。だが今回、動員が不安と
言われた 10 周年も蓋を開ければ超満員完売。かつての西口の
盟友たちも駆け付け、また新たなスタートを予感させた、節
目の 10 周年大会となった（２・19 新宿大会カメラ：佐藤静香）。
▼デビュー戦から 10 年経っても変わらない二人！
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4,5 月

２・１９新宿大会
＞小 IW チービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ小 力●
※小猪木が第 19 代王者となる！

合併号
▲興行後､記念パーティーも盛大に行われた ! ▲10 周年の記念撮影に駆け付けた、林家ペー、パー子（前列中）と共に全員で記念撮影 !

西口スポーツ

西口プロレス創立10周年興行超満員御礼！
▲花束嬢を務めた元西口向上委員会
武田真由美 ( 左 ) 山本紗代（上）。
下は三城晃子。新王者を祝福！

▲小猪木 ( 下 ) の弓矢固めは重くて崩れた！

小猪木７年半振りに奪回！
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西口プロレス５月大会～ストレッチ以上、エクササイズ未満～

5 月 31 日（火）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 4 月 27 日（水）発売！ 0570-02-9999【Ｐコード 818-579】 お問い合わせ：西口プロレス事務局 03-6416-0218
４・２９、５・１ディアナ女子プロレス山形大会にて提供試合！、５・８、５・14 喧王 ISM 熊本、新宿大会、５・２１、５・２２小猪木グラジエーター九州大会参戦！

－

年２月、西口プロレスが旗揚げし、産声をあ
げた。神風健三郎が立ち上げた中、足並み揃わぬ
西口プロレス旗揚げの第一試合。イタコＴＨＥ青
森対代々木ＴＨＥキッドで始まった。これが西口
プロレスの夜明けである。観客にはまだ真剣に見
守るプロレスファンが多い中、二人の試合はかな
り、成立させ名勝負を産んだ。旗揚げ第二戦の第
一試合はイタコＴＨＥ青森対キッドＴＨＥ花道戦。
代々木ＴＨＥキッドがキッドＴＨＥ花道に改名し
た。この 周年はキッドは花道の方で出場したが、
やはり、この 周年の夜明けも旗揚げと同じ代々
木ＴＨＥキッドで試合をして欲しかった。試合は
年経った今、イタコのコンディションが心配さ
れていたが、心配はいらなかった。イタコは絞め
落とされるとイタコが降臨し、亡くなった名レス
ラーなどが乗り移ってファイトするのが名物だ。
ハッスルで恐・イタコが登場した辺りから西口マッ
トからイタコＴＨＥ青森が姿を消している。やは
り、運動神経のよい花道が試合を進めた。裸絞め
に切ってとるとイタコが落ちて降臨。まずはジャ
イアント馬場が登場。二度目も落とされるとジャ
ンボ鶴田が降臨。三度目は死んでもいないアント
ニオ猪木が降臨するという謎まで登場した。降臨
すると一瞬は強くなるのだが、その間意識を失い、
記憶がない。体力も消耗してしまう。最後は花道
が超前方回転エビ固めでイタコを破り、 周年の
扉を開けた。久々にこの試合を見たが、伸び伸び
と試合をしているのが、好印象を与え、観客席を
かなり盛り上げていた。西口プロレスの原点を見
た試合だった。
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焙煎（右）ＶＳ見た目は壮絶！

曙橋太郎vsボビー・サップ名勝負再来！ 旗揚げ第二戦の第一試合で10周年開幕！
イタコTHE青森vsキッドTHE花道！
▼当時のままの姿で現れた
イタコＴＨＥ青森 ! 懐かしい !

激しく殴り合う両者。試合が長引く
かのような良い攻防だったが・・

▲最後はキッド THE 花道が勝利 !
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あっという間の決着に、場内は興奮に
西口プロレス 周年記念興
包まれた！左はノックダウンされた曙橋
行でまたも名物カードが発表
太郎。微動だにせず。
された。曙橋太郎対ボビー・
サップ（ナイジェリア）だ。
年大晦日の「Ｄｙｎａｍｉ
ｔｅ 」で曙対ボブ・サップ
戦を彷彿とさせる試合を 年
１月に激突。それから幾度か
激突している。この西口プロ
レス 周年の第一試合イタコ
ＴＨＥ青森対キッドＴＨＥ花
道、第二試合ハードコア王座
戦と充実した試合が続く中、
度迫力ヘビー級対決が期待さ
れた。最初の第１ラウンド、
小気味よいボディの打ち合い。
その打ち合いからひょんなこ
とからボビー・サップのパン
チが曙橋の顔面をカミソリの
ようにかすめた。軽く当たっ
たかのように見えたが、これ
が効いたのか、曙橋の大きな
巨体がまるでカエルが潰れた
かのように豪快なノックダウ
ンを喫して倒れた。ヘビー級
パンチの恐ろしさを痛感させ
られた。レフェリーのチキン
林は カウントを数える前に
ＫＯのゴングを鳴らしてし
まった。あっという間の秒殺
劇に観客も大歓声。 周年も
名勝負を演じた二人。今大会
の盛り上げに拍車をかけた。
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２・１９新宿FACE大会
＞シングルマッチ
○花 道ＶＳイタコ●

▲降霊で、馬場が降りてきた！？

強制引退勧告され目が泳ぐ神風！

新井健一郎

10

２・１９新宿FACE大会
＞西口ｋ－１ルール
○サップＶＳ曙 橋●
(ナイジェリア)

写真を神風（左）が見舞った
ニールキックで二郎左手骨折！

新王者

10

▲勝利を喜ぶボビーサップ !
巨大な黒人選手に観客は大喜び !

西プロ創立者の神風健三郎が久々の復活をした。神風は
社長兼エースに君臨していたが、１年もしないうちに西口
の金を使い込み、ヒールに転向。 年６月にザ・グレート
音羽屋に興行権争奪マッチに敗れた上、社長をクビになり
退団。焙煎ＴＡＧＡＩが新社長に格上げ。猶予を与えられ
た神風は透明人間との復帰戦で追放マッチに破れ、強制追
放。そして強行復帰。焙煎と友情タッグを復活させ、第１
回西口最強タッグリーグ戦に優勝した。だが、その３年後、
神風はＤ仮面との敗者引退マッチに破れ３度目の引退をし
た。新社長の焙煎は 年に選手のみに専念。プロレス団体
のバトラーツや格闘技のＺＳＴにも本格参戦し活躍。昨年
は西口シングルトーナメントも優勝した。今回の相手のハ
チミツ二郎と見た目が邦彦。二人は第２回西口最強タッグ
トーナメントに優勝。４度、西口タッグ王座に君臨してい
る。二郎はＭ １ＧＰからタレントとしても活躍。更にメ
キシコでプロレスライセンスを取得。
ＤＤＴ両国国技館大
会に出場する等、知名度を上げる。見た目がも下町プロレ
スで活躍し、下町無差別級王者に君臨中だ。４人がそれぞ
れ活躍する中、焙煎から敗者チーム解散マッチを提案。し
かし二郎が「お前らはタッグとしてもう活動してないだろ」
と敗者解散から敗者引退マッチを提案した。先発は焙煎と
見た目が。二人はプロレス技術をぶつ合う。二郎と神風は
ゴツゴツファイトを展開。そして注目は二郎と焙煎だ。二
人はプロレス感をパワーでぶつけ合う。続いて４人は投げ
技の応酬となった神風も独特の殺人浴びせ蹴りで二郎の手
を負傷させた。この試合を制したのは二郎のスワントーン。
これまたえぐく決まり、神風を抑えた。神風が引退するこ
とが決定した。これで計４度目の引退。好試合した神風に
強制引退の カウントゴングが虚しく響いたが、きっとま
た 周年、 周年には復活してることだろう。
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２・１９新宿FACE大会
＞敗者引退タッグマッチ
見た目が
神 風●
○二
郎ＶＳ焙 煎
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挑戦者、アラケンを頭脳プレー
華
々
し
い
周
年
を
迎
え
る
中
、
この記念大会にも因縁試合が
で反撃をしたが・・勝利までは至
あった。じっちゃんと三平 ２
らなかった王者達。
×だ。ハードコア王座を巡っ
て争い、１月大会、じっちゃんが三平と超能力少年ダイジ
を相手に王座防衛した後、ドラゴンゲートの新井健一郎や
ラブセクシー・ヤングが乱入。三平が王者じっちゃんに提
案した。
「タッグで闘え！王座も賭けろ！ハードコア王座は
何でもありだ！」前代未聞のシングル王座をタッグで争う
事となる。チーム編成はじっちゃん＆ダイジ＆ヤング組対
三平＆新井組。というか変則マッチだ。プロレスラーをパー
トナーにした三平は強気。「こっちは二人でよい。そっちの
三人のうち、我々から勝利したらじっちゃんの防衛、こち
らは王者のみしかフォールできないキャプテンフォール式
にしてハンデも与える。全てそっちの有利のルールだ」と
挑発。ルールは決まった。反則、場外自由。タッグにおい
てタッチもなしでの合体攻撃もあり。じっちゃん組が勝て
ば防衛、三平、もしくは新井のどちらかが勝てば新王者と
なる。三平か新井が王者でないダイジかヤングから勝利し
た場合も、じっちゃんの防衛となる。ただ、やはりシング
ル王座はダイジもヤングも欲しいところ。二人が仲間割れ
せずに勝てれば、次期挑戦権が与えられるという流れでじっ
▲ハードコア王座が他 ちゃんを擁護することとなった。試合早々、凶器は三平か
団体に流出！西口始ま ら使った。ハードコア王座に幾度も君臨している三平は王
って以来の大事件だ！ 者じっちゃんを更に合体技で追い込む。ピンチのじっちゃ
んもパートナーのダイジとヤングのトリッキー殺法で新井
を追い込んだ。最後にじっちゃんに托すが、三平がチェー
ンソーの柄の部分で攻撃、新井を救出すると最後は新井の
安全式ファイヤーバードスプラッシュでじっちゃんを
フォール。新王者はドラゴンゲート所属の新井健一郎となっ
た。西口のベルトが他団体に流出。 年目にまさかの事件
が勃発した。今後、
誰が取りに行くのか、またはドラゴンゲー
トとの全面戦争に発展するのか、 年目にして大きな宿題
が出来てしまった。
２・１９新宿FACE大会
＞ハードコア選手権変則
ルールタッグマッチ
＜擁護隊＞
＜挑戦者＞
ヤング
○新
井 ＜擁護隊＞
(Dゲート)ＶＳ超能力
＜挑戦者＞ ＜王者＞
三
平 じっちゃん●
※新井が第23代王者となる！

▼二郎 & 見た目が組勝利！西口もたまには
ゴツゴツ試合でも魅せる！

三平（右）ハードコアならではのバケ
ツと脚立を使用で、王者じっちゃんを
徹底的に痛めつけた！

ハードコア王座ドラゴンゲート流出！ 度迫力セミファイナル！神風健三郎、４度目の強制引退！
(2)

▼

▼

(3)

14

スナイパーせり

ザ・オバサン

Ｍｒ．Ｋ

安藤なつ

当初、ダーティー仮面対ザ・オバサンの一騎打ちだったが、西口
にかつて出場していた選手達にも呼び掛け、 周年記念時間差バト
ルロイヤルを開催した。懐かしのメンバーが集まった。リングアナ
は花満開。花は旗揚げのリングアナだ。レフェリーはタイガーはっ
とりくん。特別解説にウクレレえいじも登場した。最初の登場はＤ
仮面とオバサン。三番手、懐かしの選手第一号は加藤洋一が入場し
た。加藤は旗揚げ当初にリングネーム以外は謎の覆面戦士。加藤の
ドロップキックを喰らったオバサンが場外転落で失格してしまっ
た。次に登場したのはミスターＸ。これも旗揚げ第３戦くらいまで
登場していたが、試合は一試合のみでフェードアウトした選手。当
時 歳で年齢は旗揚げ主力メンバーでは最年長となる。次にデブ・
マスカラスの弟ブタ・カラスが登場。兄のデブは登場せず、単身登
場を果たすも加藤とのバッティングにより流血。次に登場したスナ
イパーせりに射殺失格させられた。せりも初代西口リングガールか
ら試合に出場。巨女の優香．との因縁対決が名物だったが、 年秋
で女優宣言して西口マットからフェードアウトしている。だが、こ
の日は元気な姿を見せつけた。次に登場したマイケル・ジャンクショ
ンも射殺ＫＯ。
Ｍｒ．
Ｋにも銃口を向けたが効かない。
Ｋは痛覚のな
い選手としてＤｒ・ダーレと出場した選手だが、痛点はないのだが、
動きが鈍く、
Ｄ仮面のラ・マヒストラルに敗退した。次の登場は安
藤なつだ。この中で一番過去に活躍した選手だ。なつの登場で空気
が変わった。加藤をドミノプレスで圧殺。ついでにせりも場外に投
げ捨てた。次は全身目玉のＨＹＡＫＵ ＭＥ
（百目）が登場。百目
も優勢に進めていたが、目潰し攻撃に劣勢。なつのラリアットで
フォール負け失格。巨体対決を制したなつにＤ仮面がすかさず月面
水爆を決め、なつも退場。喜ぶのも束の間、Ｄ仮面の背後からＸが
丸め込み、優勝が決まった。当初、代々木健介、マサ小林、うつの
みや八郎らも声掛けたが、都合つかず欠場。だが、このバトルロイ
ヤルもっと見たかった。まだまだ隠れたキャラもいるし、プリマ・
リエやことねもいる。ばってんや小蝶野、つねおやぼっちらにも出
場して欲しかった。またこの西口同窓会バトルロイヤルを見たいも
のだ。

10周年同窓会バトルロイヤル開催！

42
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▼

▼

▼

まめ（左）、賀川相手に
倉富（上）は所々相手に安定
西口プロレスでやっぱり外せないのが、ミュー
７年半振りとは思えぬ試合！ した動き！彼が緊張感を作る！
ジカルデスマッチ。西口マットだけの名デスマッ
チだ。華麗なリズムに合わせて踊りながら闘う。
今までディスコソングメドレーやマイケル・ジャ
クソンメドレー、ＱＵＥＥＮメドレー、モーニング
娘。メドレーなどでファイトしてきた。今回はま
た旬なＫ ＰＯＰメドレーできた。出場メンバー
はミュージカルデスマッチで西口６人タッグ王座
を獲ったこともある、 ミ
“スターミュージカルデ
スマッチ ”
の二人、エール橋本と倉富益二郎。そ
して 年８月以来７年半振り、久々の出場となる
ドッグファイトまめがモーニング娘。メドレー以
来の出場となり、リングネームもスポンジブルドッ
クまめに変えて復帰。かたやもう一チームはエー
ル、倉富のミュージカルデスマッチのライバルで
もある松田大輔も久々の出場を果たし、所々ジョー
いきなり音楽にジに女子の賀川照子をパートナーに従えた。さあ
合わせ６人でのバゴングが鳴る。先発はエールと松田のリーダー対
トルが始まった！
決。曲は少女時代の「Ｇｅｅ」でファイト。続い
てＫＡＲＡの「ジャンピン」に合わせて、まめと
賀川が華麗に激突。次に倉富と所々が少女時代の
「ＧＥＮＩＥ」でリレーバトル。最後はお馴染みＫ
ＡＲＡの「ミスター」で６人が入り乱れる中、Ｋ
ＰＯＰも韓国女性が勢いを見せるのに乗っかって
か、日本女性の賀川も
ミ
“スターミュージカルデ
スマッチ ”
のエール橋本にミサイルキックをぶち
込み完勝。終了後のカーテンコールはソバンチャ
の「オジャパム・イヤギ」で退場した。試合が終
わればノーサイド。 周年のミュージカルデスマッ
チも拍手が鳴り止まない素晴らしいファイトを見
せてくれた６人であった。
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優勝！
ブタ・カラス流血！

百目
ブタ・カラス
マイケル・ジャンクション
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ミスターⅩ
花満開
ダーティー仮面

10周年、K-POPでミュージカルデスマッチ！

－
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▲容赦ない乙羽屋 ! ▲ローズの噛付き攻撃 ! ▲ポークが因縁の一斗缶で反撃！
２・１９新宿FACE大会
＞タッグマッチ
Ｌ乙羽屋
ガ ラ
○ロ ー ズＶＳポーク●

加藤洋一
２・１９新宿FACE大会
＞10周年時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○ Ｘ ＶＳＤ仮面●
＜出場順=<>は失格順＞
Ｄ仮面<9>、オバサン<1>、加藤<5>、Ｘ、
カラス<2>、せり<6>、ジャンクション<3>
Ｋ<4>、なつ<8>、百目<7>、
※ミスターＸが優勝！

２・１９新宿FACE大会
＞ミュージカルデスマッチ
○賀 川
ま め
所 々ＶＳ倉 富
松 田
エール●

この 周年を振り返った時、レフェリーの二人、ポー
ク林とガラ林が口を揃えた。「ラブセクシーにやられっ
ぱなしだった 」
。ポークは過去にラブセクシー・ロー
…
ズの一斗缶攻撃により、流血もさせられたこともあっ
た。発言を耳にしたローズは「なら、この 周年大会
で闘え！」とレフェリー二人を挑発。試合が実現した。
ポーク林は２年前に西口ＤＸに出場し、ラブセクシー
と激突している。ガラ林は学生時代、アマレスを習得
しており、３年前の第６回西口最強タッグリーグ戦に
ドン・クサイと組んで出場もしている。当試合を裁い
たのは旗揚げ当初、レフェリーをやっていたロース林
が一日限定復帰を果たした。先発はラブセクシー・乙
羽屋とガラ林。ガラのアマレススタイルをもっと見た
かったが、乙羽屋の打撃技により完封された。次にポー
クが登場。巨体を活かしたタックルやチョップに観客
から拍手が湧く。優勢に進めるポークだったが、イン
サイドワークやスタミナの差が露呈され、徐々にラブ
セクシーペースに捕まってしまった。ここでローズが
持ち出したのは問題の一斗缶。だが、ポークはそれを
奪い、普段のレフェリーの立場を忘れて反撃。ガラも
追撃の原爆固めがローズに決まった。間違いなくカウ
ントは３。しかし、肝心な当試合公式レフェリーのロー
ス林が失神。なんとラブセクシーに一斗缶で殴打され
てのびていた。ロース林が気付いた時はローズボトム
を喰らったポークに覆い被さった時 。
…非情にもカウ
ント３が叩かれた。ポーク＆ガラのレフェリーズも幻
のフォールで終わり、善戦虚しく敗れてしまったが、
ローズは二人を称えた。ローズの言う通り、このレフェ
リーなしに西口プロレスは語れないのは我々も同感だ。
二人には大きな拍手を贈りたい。
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－

ユンボの対G･ｱﾚﾝ戦
シングル全戦績表
'02・12 竹ノ塚 ○
'03・９ 渋 谷 ○
'05・８ 六本木 ○
９ 新 宿 ○
※ユンボの４勝！
ユンボの対世界戦
シングル全戦績表
'05・10 新 宿 ●
'06・２ 神 戸 ●
７ 新 宿 ●
８ 大 阪 ●
８ 名古屋 ○
８ 東 京 ●
'07・３ 新 宿 ●
'08・１ 新 宿 ○
８ 浅 草 ●
'11・２ 新 宿 ○
※ユンボの3勝7敗！

かつて世界のうめざわとユンボ安藤は西口プロレスヘ
ビー級王座を巡って争った間柄。 年を中心にタイトル
戦からノンタイトルまで幾度と闘った。世界のうめざわ
がグッドニュース・アレン時代を入れたら、通産で 回
目の対決となる。今回も３本勝負でゴングが鳴る。１本
目は世界の倒れ込み式頭突きを交わしたユンボがフォー
ルして１本目を先制。２本目は逆にユンボがお返しに倒
れ込み式頭突きをお見舞いするも交わされて世界がタイ
に持ち込んだ。緊張の３本目。１，２本目とは逆に静か
な立ち上がり。駆け引き合戦のまま、場外を徘徊する二人。
心理戦はまだまだ続く。リングに戻ると世界から仕掛け
た。往年の古い小技を連発。久々の股裂きや胴絞めまで
繰り出し、ユンボのスタミナを奪う。しかしユンボも黙っ
てない。スペースローリングエルボーや、これまた久々
に出たユンボスイングで反撃。たが、世界はピンチを脱
出し、稲妻レッグラリアット、パイルバスターで勝負に
出る。トドメに再び倒れ込み式頭突きを慣行。ユンボが
辛うじて交わして背面式で覆い被さりカウント３。「両者
ダブルフォールだろ！」との世界の抗議も覆らず、ユン
ボの肩が辛うじて浮いていたのをレフェリー・ガラ林が
見逃さなかった。 周年記念大会はユンボが勝利した。
だが、なんとこの二人、通産成績は７勝７敗のタイ。こ
の 周年、ライバル対決はまだまだ終わらない二人のプ
ロレスランデブーであった。
▲今回はユンボ ( 左 ) の勝利！通算 7 勝 7 敗のタイ！ ▲３本目の最後は世界 ( 右 ) の頭突きが交わされてフォール負け！

タイガー
はっとりくん
▼先発はリーダー対決！
エール ( 右 ) 対松田！
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２・１９新宿FACE大会
＞シングルマッチ
○ユンボＶＳ世 界●

▲３本目のクロスチョップ合戦は固唾を呑んだ！
▲パンをセコンドの KID( 中左 ) に預けるユンボ！
旗揚げ当初の反乱軍が懐かしい！

▼

▼レフェリーが揃うとは珍しい !
ポーク林 ( 左 )、ガラ林。

ガラの原爆固めは幻の勝利に

世界vsユンボ､老獪プロレスに磨き!10周年で勝敗タイ! 10周年ポーク林、ガラ林も特別試合出場！

!?

ロース林

－

西口プロレスもこの桶川・上尾神輿
会新年会に呼ばれて３年目。すっかり
恒例行事化してきた。前日に小猪木は
小ＩＷチービーヘビー級王座を小力か
ら奪取（関連１面）。この日は防衛戦に
なるかと思いきや、神輿会より、神道
会ヘビー級選手権杯争奪戦を認定して
きた。立会人は昨年同様、キック六冠
王の我龍真吾（ファイティングマス
ター）。前回も キ
“ック界の暴走狼 ”
我龍真吾の乱入で目茶苦茶にされた経
験から、西口６人全員がセコンドに就
いた。やはり今回も乱入してきた我龍。
西口８人を簡単に蹴散らす。最後のト
ドメをまともに喰らったユダン・ハン
センはたまり兼ねて吹っ飛び、小猪木
がそのままフォール。小猪木が同杯を
獲得したが、立会人な我龍は自ら、自
分の腰にベルトを巻き、終始、我龍ワ
ールドにやられた西口勢であった（カ
我龍（左）乱入に慌てる西口！
メラ：吉瀬晶子）。
闘い終わりノーサイドに！
新間寿誕生日会で、行われた第一試
合。王者・タイガーキッド対挑戦者・
見た目が邦昭の西口プロレスジュニア
ヘビー級選手権試合が行われた。正に
この二人は新間寿がいた新日本プロレ
ス全盛期の黄金カードのタイガーマス
ク対小林邦昭戦を彷彿とさせるカード
だ。タイガーキッドも初代タイガーマ
スクとの初対面に緊張していたが、初
代は残念ながら欠席。しかし、７ヶ月
振りの防衛戦に張り切る。邦昭はタイ
ガーキッドの王座に２回目の挑戦とな
るが、この日もタイガーキッドは万全
のコンディション。動きのある試合を
見せ、最後はタイガーキッドが超前方
回転エビ固めで３度目の防衛に成功。
初代タイガーの所属するリアルジャ
パンプロレスの平井社長も絶賛した。
カ
( メラ：猪木酒場）
イタコ（後）小猪木のバックをとる！ 新間寿誕生日会での一戦。娘の新間
千種推薦カードで行われた。新間寿は
昭和の新日本プロレス全盛期の営業本
部長であり、アントニオ猪木ビッグ
マッチ（日本人対決、異種格闘技戦や
ＷＷＦ戦、ＩＷＧＰなど）を手掛けた人
物でもある。「新間なしに猪木なし」と
も言われた。そんな新間寿誕生日会で
まさか小ＩＷチービー選手権が行われ
るとは正に輪廻である。会場には坂口
征二、藤原喜明、前田日明、木村健悟、
グラン浜田ら伝説レスラーが勢揃い。
試合はイタコ降霊殺法を見せるも小猪
木の小卍固めで王座防衛。試合後、藤
▼
波辰爾モノマネのユリオカ超特Ｑ
（トップカラー）も乱入、小力やアレク
サンダー大塚（ＡＯ／ＤＣ）やノリ（フ
リー）も登場し、みんなで祝福した（カ
メラ：猪木酒場）。
▼

▼

▼

第 代王者ローズが返
上してから、何故か２年も
空位となっていた王座が蘇
る！新王者の小力は「俺が
王者のままだろ！」と怒り
を露に！

翌日の 周年を機（関連１面）に２年
間の沈黙を破り、小ＩＷチービーヘビー
級王座の復活を小力が掲げた。同王座は
西口８周年興行で当時王者だった小力
と、西口ヘビー級王者のローズが両選手
権を行い、ローズが勝ち、二冠に返り咲
いた。ローズは即チービーヘビー級王座
のみ返上。小力は奪回したつもりだった
が、ローズが王座返上ということで空位
となったが、 周年大会前日に西口プロ
レス事務局で、小力と小猪木の調印式で、
暫定王者として小力の功績を考慮し、第
代王者に認定されて、小猪木の挑戦を
改めて受ける形となった。かつて悪徳レ
フェリー問題、返上を繰り返す王者、防
衛できない王者、２年間の空白など、呪
われたといわれる同王座が再び復活をす
る（写真：西口プロレス）
。
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ラン☆８プロレスの選手二人が
今回、一騎打ちをした。ただ、ラン
☆８同士と言っても元々、西口で生
まれた両選手。西口の方が元祖だ。
ジャイアント小馬場対三沢が光晴の
師弟対決。３日前に小馬場はラン☆
８栃木世界ヘビー級王座を佐々ニシ
キ健介に奪われて丸腰になってし
まった（関連５面）
。かたや三沢が
は３日前のラン☆８で大谷晋じな～
いを撃破しており、勢いに乗る（関
連５面）
。試合は小馬場と三沢がの
それぞれの見せ場を作り、試合を進
めるが、最後はまだまだとばかりに
小馬場のスーパー 文キックが三沢
がに炸裂し、小馬場に凱歌が上がっ
た。小馬場も奪回を誓った（カメラ：
吉瀬晶子）
。

３・６昼にユニオンプロレスに出場
したばってん多摩川（関連５面）。その
流れで夜のＤＤＴプロレスの石井慧介
自主興行にも出場を果たした。昼ユニ
オンで、大家健（ユニオン）との３人
掛かりでの対戦に敗れた再戦でもあ
る。ばってんは松永智充（ＤＤＴ）と
組むが、大家のパートナーは元世界
ジュニアヘビー級王者のベテランレス
ラー菊地毅（フリー）。ばってんの胸も
高鳴る。だが、大家と菊地のタッグは
強過ぎた。最後は大家がばってんに
ジャーマンスープレックスを決めて、
ばってんは大家に二連敗を喫してし
まった。ばってんもプロレスラーな
らプロレス界での実力を是非、馳せて
欲しい（カメラ：ｅｘｔｒｅｍｅ）。

18

西口プロレス６人タッグ王者のジ
ミー・スニーカー（パートナーはユダ
ンとデブロディ）。防衛戦で西口６人
タッグ優勝組のローズ＆プリン＆ソン
グ組の挑戦を受けた時、ジミーがロー
ズからフォールを奪う劇的防衛を果た
した。今回のローズ戦はその時以来、
５ヶ月振りの対決となる。パートナー
はローズはヤング、ジミーは前日まで
ハードコア王者だったじっちゃん（関
連２面）
を従えてゴング。ジミーとじっ
ちゃんは以外とタッグを組む事も多
い。試合は西口ヘビー級王者ローズの
執念が勝り、天敵ジミーにラリアット
でリベンジ。次は一騎打ちでタイトル
マッチが見たいものだ。じっちゃんも
前ハードコア王者として黙ってないだ
ろう（カメラ：吉瀬晶子）。
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２・２０大宮大会《神輿会》
＞神道会ヘビー級選手権杯争奪戦
○小猪木ＶＳユダン●
※小猪木が獲得！

当初、焙煎対那須晃太郎（スタイル
Ｅ）との一騎打ちだったが、那須が前
日に脳震盪で、この大会は大事をとっ
て欠場を発表。空席となった焙煎の対
戦相手になんと、バトラーツの石川雄
規社長自らが、メインにも出場もある
にも関わらず、対戦に名乗りを挙げた。
焙煎にとって石川は師匠にあたる。師
弟対決だ。師匠との対決にぶつかって
いった焙煎に対し、全て受け入れる石
川。二人の師弟対決に感動すらあった。
最後は石川の師匠にあたる藤原喜明の
必殺技・脇固めで焙煎はギブアップし
たが、石川も自分の師匠の技で勝つと
いう師弟対決の美学をも見せ付けられ
た試合で、カード変更が思わぬビッグ
マッチとなった事を焙煎が一番噛み締
めていたに違いない（カメラ：西口）。

▲菊地毅（右）からからエルボーを喰らうばってん！

▲小馬場（中）が三沢がに貫禄勝ちした！

▲睨み合うジミーとヤング（右）の技巧派対決！

月、 グラジエーター初登場の小猪

▼

２・１８渋谷大会
＞小IWチービー王座決定戦
○小 力VS小猪木●
※小力が第18代王者となる！

３・６新木場大会《ＤＤＴ》
菊 地(フ リ ー)
松 永(DDT)
○大 家(ユニオン)ＶＳばってん●

２・２０大宮大会
《神輿会》
＞シングルマッチ
○小馬場VS三沢が●

２・２０大宮大会《神輿会》
＞タッグマッチ
ヤング
じっちゃん
○ローズＶＳジ ミ ー●

昨年
▲試合が終わってガッチリ握手する小猪木と五代目タイガーマスク！
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木は韓国女子キッカーのハム・ソヒと名勝
負を残し、 １ ・ 有明大会、 ２ ・ 新宿
大会出場予定だったが、いずれもスライド。
３ ・６川崎大会に出場を果たした。 ソヒと
の再戦も噂されていたが、 相手はなんと
五代目タイガーマスクに決まった。 西口Ｄ
Ｘで初代タイガーマスクと闘いたいと口にし
てた矢先に決まったカード。 五代目でもタ
イガーマスクだ。 その五代目はグラジ初登
場で評価が問われる中、 小猪木戦はそれ
だけ期待された。 飛“ばない虎 と
” して生
まれた五代目。 小猪木も善戦したが、 最
後は初公開となるアニメ 『
タイガーマスク』
の必殺技 ・ウルトラタイガーブリーカーで
敗退。 敗れはしたが、 試合を盛り上げた
小猪木。 グラジでは好評価の小猪木であっ
。
た （カメラ：九雷）

小猪木のリバースインディアンデスロックが
ガッチリ！レフェリーは木村参味夫（左）！

焙煎、カード変更が涙の師弟対決に！ 新間寿氏の前で小IWチービー王座戦！ 新間寿氏の前でタイガーキッドと邦昭登場！ 立会人・我龍真吾！立場忘れて今年も大乱入！
▼

伝説の新間寿!

３・１０新宿三丁目大会《新間千種Ｐ》
＞西口ジュニアヘビー級級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○ＴキッドVS邦 昭●
※小猪木が初防衛に成功！

３・１０新宿三丁目大会《新間千種Ｐ》
＞小IWチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木VSイタコ●
※小猪木が初防衛に成功！

２・２７北千住大会《バトラーツ》
＞Ｂルールシングルマッチ
○石 川ＶＳ焙 煎●
(バトラーツ)
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小猪木の延髄斬りが炸裂！

対戦相手のバト
ラーツの石川雄規
社長！焙煎のこと
をあたたかく指導
してくれている！

▼アニメ「タイガーマスク」と同じ必殺技
▼
ウルトラタイガーブリーカー初公開！
▼アニメの猪木 vs タイガー戦が蘇る
小猪木のコブラツイスト！
▼小猪木にとって憧れの ３・６川崎大会
タイガーマスクとの対戦 !
《グラジエーター》
＞シングルマッチ
○五代タイガーVS小猪木●
（フリー）

30

▼

▼

西口プロレスの10周年を前後した大会。小猪木はタイガーマスクと、焙煎は石川雄規と師弟対決、ばってんは元世界ジュニア王
者の菊地毅とタッグ対決をした。その他、新間寿誕生日会での緊張した試合や、我龍真吾の立会する各格闘技プロモーターの新年
会での試合など、これまた緊張の大会であった。更に２年振りに小ＩＷチービーが復活！小力が王者に認定。返り咲いた。

【西口激闘ダイジェストⅠ】

(4)

激突！アントニオ小猪木vsタイガーマスク！

ローズ、ジミーにタッグ戦で雪辱！ 小馬場vs三沢が！ラン☆８師弟対決実現！ ばってん、ＤＤＴで菊地毅と激突！ チービー王座、10周年を機に2年振りの復活！
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▲

Ｍｒ．マジックがばってん
多摩川に対し、「自分が負けな
いようなタッグマッチをして
もただの消化試合に過ぎない
からここでキャプテンフォー
ルデスマッチでやらないか？」
と挑発。初めてマジックが喋っ
た。これを聞いたばってんの
パートナーのシュウソウらん
どは自分への挑発と思い込み、
自分がキャプテンを名乗り。
すると鷲崎魔鈴からまたも改
名した鷲星座の魔鈴にも「お
前がキャプテンだろ？」と挑
発。張り切るシュウソウだっ
たが、最後は恐怖の同級生（合
体式ボム）で勝利し、キャプ
テンシュウソウは敗退した。
試合後、またも鷲星座の魔鈴
はまたも改名を示唆した（カ
メラ：佐藤静香）。

西口ドア第一試合、みんな
大好き岩ちゃんマン対けん
ちゃんの一騎打ちが行われた。
岩ちゃんマンは新日本プロレ
スの棚橋弘至に成り切った
ファイトを展開。試合中、「け
んちゃん」と叫ぶけんちゃん
と、「岩ちゃん」と叫ぶ岩ちゃ
んマンのチョップの打ち合い
は見物だった。試合は以外に
もスピーディーな展開。棚橋
スタイルで頑張ってた岩ちゃ
んマンだったが、最後はけん
ちゃんのダイビングヘッド
バットがボディに炸裂し、勝
利を飾った。今後もｎＷｄは
けんとガソリン、正規軍は岩
ちゃんマンとＳ・カブキが軍団
抗争のカギを握りそうだ（カ
。
メラ：佐藤静香）

▲

▲

▲

西口ドアを終えてばって
んは大阪での佐野直自主興行
に出場する為に出発した。
ばってんはミラクルマン（大
阪プロレス）、アップルみゆ
き（フリー）と組んで、佐野
直（国際プロレス・プロモー
ション）＆ブラック・バッファ
ロー（大阪プロレス）、平日
マスク（大阪プロレス）組と
激突。やはり、ばってんも西
口ファイトで頑張ったが、大
阪プロレスのトリッキーファ
イトに大苦戦。今回は平日マ
スクがこの試合、唯一女子レ
スラーのアップルみゆきに容
赦しない原爆固め。ばってん
も大阪プロレス勢に翻弄さ
れっ放しだったが、勉強に
なったに違いない（カメラ：
スタンリー）。

東京・渋谷のバーはローズ
と乙羽屋の本拠地。ここで小猪
木と小馬場のｂｉ砲に挑戦表明
した。当会場でのローズ＆乙羽
屋人気も凄かったが、小猪木に
も中々、声援が贈られてた。試
合中盤、乙羽屋がなんと、ロー
ションを小猪木に掛け始めた。
ローズもテンションが上がり、
３人はローション塗れ。だが、
小猪木は幾多の番組でローショ
ンプロレスを経験済み。ローズ
と乙羽屋に滑るローション誤爆
を誘った後、最後はローズに
バックドロップを決め、奇跡の
逆転勝利。ローションの滑りを
活かした為、ダメージは大きく、
小猪木が敵地で逆転勝利をした
（カメラ：ラブセクシー・ファ
。
ミリー）

第二試合、ザ・シロート・
カブキ＆ミニ沢ミニ晴の全日
本プロレスを彷彿とさせるコ
ンビ対ステテコ兄弟が激突し
た。今まではステテコ・ヤン
キーとステテコ・ガンジー組
だったが、どんな状況でもぶ
れないというキャラのガン
ジーがなんと欠場。代わりに
ステテコ三男と言われている
ステテコ・モンキーが出てき
た。このデビュー戦、野生味
溢れるファイトに期待したが、
力を発揮されず、最後はカブ
キの歌舞伎ムーブに敗れて敗
退。ステテコ兄弟はまた新た
な刺客を入れるのか、このま
ま闘い続けて、自分らを見出
だすのか、彼らの迷宮はまだ
続く。ぶれない心を持ち、常
に精進しなければならない
（カメラ：佐藤静香）。

▲

▲

▲

西口ドアのエース・ＷＧＤ
世界王者のばってんがユニオ
ンプロレスで屈辱の１対３変
則マッチに出場した。しかも
試合時間は 分１本勝負。大
家健（ユニオン）対ばってん
＆風戸大智（ユニオン）＆吉
田充宏（ユニオン）組だ。ばっ
てんにとって、この納得のい
かないマッチメイク だ
…が勝
てばよい。試合は大家の竹刀
攻撃により、ばってんが敗退。
ドアエースでＷＧＤ世界王者
が１対３の 分１本勝負に出
場で更に凶器で殴打されて約
４分で敗退 。
…ばってんに
とって、それはそれは屈辱の
試合となったが、夜、再び大
家と激突した（関連４面）
（カ
メラ：ｅｘｔｒｅｍｅ ）。
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暗黒プロレス組織６６６
（トリプルシックス）に見た
目が邦彦とばってん多摩川
のドインディーコンビが出
場した。仲良しのミスター
インディーの佐野直と組ん
で試合。対するは６６６所
属の乞食＆ドＳ看守＆先輩
のトリオだ。いわゆる３人
は敵地に乗り込んでの試合
となる。試合は時間無制限
１本勝負。見た目が＆ば
ってん＆佐野は友情の力を
合わせて、６６６トリオに
立ち向かう。最後は佐野直
のみちのくドライバーⅡで
乞食を葬り、ミスタードイ
ンディーズが勝利した。イ
ヤ圧勝だった（カメラ：６
６６）。

真・下町プロレスとの対抗戦
はまだ続いていた。試合は３対３
時間差式イリミネーションマッ
チ。ルールは１分おきに選手が交
互に入場。チームが全員負けた時
点で勝負が決まる勝ち残り戦。西
口は見た目が＆つねお＆ぼっち
組。真・下町はバカボンのパパと
蟹Ｋ☆ＩＮＧに代わってかに☆き
んぐキット、更にフリーの小島イ
ケル組だ。敗退順はぼっちがイケ
ルの踵固めで最初の敗退。次につ
ねおが代打キットとイケルを続け
てォールし逆転。しかし、パパの
横入り式エビ固めでつねお敗退。
最後、大将対決は見た目がクラッ
チで西口が勝利した。次大会に下
町王者見た目がの初防衛戦にパパ
が挑戦決定（カメラ：アジャ幸司）
。
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西口本興行が終えた翌日に焙
煎は名古屋に出発。チームでら対
バトラーツの対抗戦に出場してき
た。バトラーツ勢は澤宗紀や矢野
啓太、竹嶋健史が出場。助っ人に
アレクサンダー大塚（ＡＯ／ＤＣ）
や山本裕次郎（チーム太田章）、
焙煎などバトラーツ出場者が参
戦。焙煎は第二試合で笠木峻（チー
ムでら）との一騎打ち。第一試合、
山本が圧勝して好発進したバト
勢。続いた焙煎も試合では８割押
していたが、キークラッシャーで
まさかの逆転負け。焙煎はよく敵
地でギリギリのところで逆転負け
をしてしまう。今後、この壁が課
題となりそうだが、団体戦で３勝
２敗でバト勢が勝利し、東京に無
事戻れた。焙煎も対抗戦はいい経
験になったに違いない（カメラ：
チームでら）。

カ道山（か
どうざん）と
はふざけた名
前だ !

２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○かどうざんＶＳゲストロイヤー●

三沢が光晴対大谷晋じ
な～いの一戦。晋じな～
いはかつて西口ドアに出
ていたギブ大谷だ。西口
ドアにすっかりフェード
アウトしてからラン☆８
プロレスの常連になって
いる。同日にドア興行に
あるにも関わらず、ラン
☆８に出場をした。三沢
がもドアの常連だったが、
ラン☆８出場に強行出場。
そんな選手同士の試合
は晋じな～いの飛龍原爆
固めの失敗により、晋じ
な～いの両肩がマットに
着いており敗退した（カ
メラ：ラン☆８）

▲
またややこしいネーミングの選手が出場したもん
だ。カ道山（かどうざん）。リキドウザンとは読まず、
カドウザンと読むらしい。カは漢字のリキではなく、
カタカナということだ。ゲストロイヤーもザ・デスト
ロイヤーをモチーフにした選手だが、覆面でなく、ザ・
デストロイヤーの覆面のペイントで試合をしていた。
試合はかどうざんの空手チョップ三連発で勝利した（カ
メラ：ラン☆８）。

▲

▲

▲

ラン☆８の本拠地、宇
都宮ラウンド でのメイ
ンイベント。ユダン・ハ
ンセン対二代目チャント
シロ猪木のライバル対決
がまたも実現した。ユダ
ンも昨年夏にアントニオ
小猪木を大流血に追い込
み、勝利しているが、そ
の後の成績に黒星続き。
だが、二代目チャントシ
ロ猪木に、必殺のユダン
ラリアットが二代目チャ
ントシロ猪木のどてっ腹
を打ち抜き、ユダンが仮
想・小猪木に連勝を飾っ
た。ユダンは再び小猪木
の首を狙う。そしてラン
☆８の証のラン☆８栃木
世界ヘビー級王座をも狙
う（カメラ：ラン☆８）。

ラン☆８栃木世界ヘビー級
選手権なのに第二試合という興
行的にベルトの価値を見出だし
てないのかだが、これがラン☆
８のスタイルだ。カードや試合
順は当日、開始直前に発表され
るのがラン☆８の魅力と小馬場
は言う。とは言えベルトの価値
も問われてしまう。王者はラン
☆８御大ジャイアント小馬場。
挑戦者は佐々ニシキ健介（フ
リー ）
。王者小馬場ペースでガッ
チリ試合を進めるも佐々ニシキ
人気の沸騰により、小馬場が
ノーザンライトボムで逆転負
け。佐々ニシキが新王者となっ
た。小馬場はまさかの転落をし
た（カメラ：ラン☆８）
。
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▲地震での中止発表
に、ばってんも手で
バッテン！

12

肉藤大介対亀田大吉
（フリー）のＶＶＢＣエ
ビフライ級王座決定戦。
ラン☆８プロレス初の
ボクシングルールで行
われた。第１Ｒは牽制
なし合い、第２Ｒ、肉
藤が何故か、大谷晋二
郎のものまねで暴走し、
第３Ｒ、怒りの亀田の
パンチで肉藤をＫＯし、
試合終了。初代ＶＶＢ
Ｃエビフライ級王者に
君臨した。それにして
も肉藤大介は酷かった。
これがラン☆８プロレ
スならではらしい（カ
メラ：ラン☆８）。

キック＆総合格闘技大会のＴＲＩ
ＢＥＬＡＴＥでレギュラー出場中の
小猪木が２月に小力から奪った小Ｉ
Ｗチービー（関連１面）の防衛戦に
ブルーザー・デブロディに決まった
が、デブロディに仕事が入り、代打
でアブドーラ・ザ・ブッチャンの挑
戦を受ける事となった。この２日前
にイタコの挑戦を退けた小猪木（関
連４面）
。小ＩＷチービー防衛ロード
をバンバンやると言った矢先に、前
日 日、東北地方太平洋沖地震が発
生。東京もかなり揺れて、交通機関
も止まってしまった。翌日のＴＲＩ
ＢＥＬＡＴＥも興行をやると言って
たが、会場の新宿ＦＡＣＥが客の大
事をとってやむえず中止を発表。小
猪木の防衛戦は試合不成立とされた。

３・１３蕨大会
《ヤングプロレス》
＞シングルマッチ
△ばってんＶＳ乞 食△
（６６６）

３月 日に東北地方太平洋沖地震が発生。関東地
方にもダメージを与え、 日にＴＲＩＢＥＬＡＴＥ新
宿大会が中止となった。その翌日 日、６６６プロレ
ス主催のヤングプロレスにばってんが出場予定だった
が、東北地震の次に東日本大地震、更に長野新潟地震
も起きて、関東もイベント行事が次々と消えた。この
埼玉・蕨大会もやはり、交通機関が乱れている状態。
ばってん対乞食（６６６）の一騎打ちをやるはずだっ
たが、やむえず興行は中止を発表した。この時期、余
震は続き、岐阜や静岡東部でも地震。計画停電も含め、
不安の立ち込める日本列島となった。

▲

▲

▲

11

久々に登場した藤波
細巳が前田あきらめた
（フリー）との一騎打
ち。かつて、新日本プ
ロレスでの藤波辰巳対
前田日明の名勝負を再
現しようとした試合。
両者互角の攻防から両
者ノックダウン状態に
なるが、最後は前田あ
きらめたの伝家の宝
刀、キャプチュードが
炸裂し、決着がついた。
藤波細巳も久々の登場
に試合感が鈍ったか、
敗れてしまった（カメ
ラ：ラン☆８）。

２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞VVBCエビフライ級王座決定戦
○亀 田ＶＳ肉 藤●
（フリー）
※亀田が初代王者となる！

３・６新木場大会《ユニオン》
＞１対３変則マッチ
吉田(ユニオン)
○大 家ＶＳ風戸(ユニオン)
(ユニオン) ば っ て ん ●
３・６大袋大会《真・下町》
＞時間差イリミネーションマッチ
ぼ っ ち
イケル(フリー)
○つ ね おＶＳキット(真下町)●
見た目が
パ パ(真下町)

11

３・１２新宿大会《TRIBELATE》
＞小IWチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
△小猪木ＶＳブッチャン△
※地震の影響により試合不成立！

２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○前 田ＶＳ細 巳●
（フリー）
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当日、中止の発表
で残念な二人！

左が肉藤大介、
右が亀田大吉（フ
リー）だ！

右が前田あきら
めた！左の放送席
はカズミファイ
ブ！

月にばってんとつねおに
連敗を喫した小蝶野正洋。今
までドアをリードしてきたｎ
Ｗｄもやや疲れが見えてきた。
今回、小蝶野はドア正規軍と
の対戦はお休み。いつの間に
かに徒党を組んでいたヤング
と箕島大樹のヤングサークル
との初の対戦となる。不調な
がらもまだまだ首を狙われる
小蝶野も立派だ。ヤングはダ
メな箕島を徹底的に鍛え直し
たと見られ、箕島が徐々に躍
動的になっていた。ヤングと
小蝶野も新鮮な激突を披露す
る。試合は小蝶野のパート
ナーの坂本ガソリンが成長著
しい箕島に雷電ドロップを決
めて小蝶野に勝負のプレゼン
ト。今後も軍団抗争も加熱し
そうだ（カメラ：佐藤静香）。

▲

マイクアピールする焙煎

２・２５新木場大会《６６６》
＞タッグマッチ
○佐野(国際Ｐ)
先 輩(666)
ば っ て んＶＳド Ｓ(666)
見 た 目 が
乞 食(666)●

２・２０名古屋大会
《チームでら》
＞でら対バトラーツ対抗戦
○笠木（でら）ＶＳ焙煎●

大家から痛恨の
原爆固めを喰らう
ばってん！

パパが気づかぬ
うちに見た目がク
ラッチ成立で勝利 !
堂々とばってんポー
ズを決めるばってん！
右後ろは佐野直！

２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○三沢がＶＳ晋じな～い●

２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞シングルマッチ
○ユダンＶＳ二代Ｃ猪木●
２・１７江曾島大会《ラン☆８》
＞ラン☆８栃木世界ヘビー級選手権
＜挑戦者＞ ＜王者＞
○佐々ニシキＶＳ小馬場●
（フリー）
※佐々ニシキが第２代王者となる！

見た目が＆ばってん＆佐野直組友情勝利！ 西口vs真・下町対抗イリミネーション、西口勝利！ WGD世界王者ばってん、屈辱の１対３マッチ出場！

焙煎敗退もバトラーツ対
でら対抗戦は勝利！

てきた !

▲

月に登場した黒帯衆のク
ロオビーが単身で西口ドアに
登場した。 月の試合で川本
ＣＥＯの肋骨をへし折った。
今回もドア戦士を破壊しに登
場。恐怖が走る。今回の相手
はメガネくん。スーツを着て
いるが、こう見えて学生プロ
レス出身である。体の大きな
クロオビーに対し、恐らく体
重も半分しかないメガネくん。
学プロで培った技術で逆転の
ラ・マヒストラルを決めてメ
ガネくんが何とか勝利したが、
試合後もメガネくんを襲撃。
果たしてクロオビーは今後も
参戦するのか？再び軍団を引
き連れて登場するのか？それ
はクロオビーの仮面の中だけ
が知っている （
…カメラ：佐
藤静香）。
12

ブラック・
バッファローの
パンチに怯む
ばってん（右）
▲

12

三沢が（右）
は鋭いエル
ボーをぶち込
んだ！
二代目チャ
ントシロ猪木
の首４の字固
め！しかしこ
の後に敗退！
いきなり王座を奪取した
佐々ニシキ！

12

２・１８大阪大会《佐野直興行》
＞６人タッグマッチ
○平
日(大阪)
アップル(フリー)●
バッファロー(大阪)ＶＳミラクル(大 阪)
佐
野(国際Ｐ)
ば っ て ん
２・２６渋谷大会
《眠れる森の美女》
＞タッグマッチ
小馬場
Ｌ乙羽屋
○小猪木ＶＳロ ー ズ●
２・１７新宿LPO大会
《西口ドア》
＞タッグマッチ
○ミ ニ 沢
モンキー●
ＳカブキＶＳヤンキー

２・１７新宿LPO大会
《西口ドア》
＞シングルマッチ
○メガネvsクロオビー●

て危なかった !

月にＷＧＤトーナメントを制し
たのは小蝶野を下したばってんだっ
た。１月大会、よしえつねおはメイ
ンで準優勝者の小蝶野に勝利して王
座挑戦に名乗り。川本ＣＥＯは次の
ぼっち（右）バトルロイヤル優勝者と闘う指令を
を讃えるつねお出し、そのバトルロイヤルにカール
ぼっちが棚ぼた優勝。二人が一騎打
ちをした。ぼっちはこれまでばって
んと幾度か対戦も不本意な敗退。つ
ねおにもいいとこなく敗れるかと思
われてたが、中々の好勝負を展開。
ぼっちの試合の中で一番よかった。
試合はボディプレスに敗れてしまっ
たが、次の試合で生まれ変わる事に
期待が掛かった。納得いく敗退であ
る。つねおはＷＧＤ王座挑戦に炎を
燃やす（カメラ：佐藤静香）。
12

控室でのローズ
と乙羽屋（左）！

突如参戦のモン
キー（右）！今後
の活躍を期待！
メガネくん
（右）の延髄斬り！
中々やるもんだ！

２・１７新宿LPO大会《西口ドア》
＞キャプテンフォールデスマッチ
○鷲星座の シュウソウ●
マジックＶＳばってん
２・１７新宿LPO大会
《西口ドア》
＞シングルマッチ
○けんＶＳ岩ちゃんマン●
２・１７新宿LPO大会
《西口ドア》
＞タッグマッチ
○ガソリン
簔 島●
小 蝶 野ＶＳヤング

２・１７新宿LPO大会《西口ドア》
＞ＷＧＤ世界王座挑戦者決定戦
○つねおＶＳぼっち●
※つねおが挑戦権獲得！

▲

【西口激闘ダイジェストⅡ】西口プロレス以外にも西口ドアやラン☆８プロレスの結果を掲載。その他、各団体やイベントで試合をダイジェスト掲載！ (5)
小蝶野、ヤングサークルと初激突！ 岩ちゃんマン、棚橋スタイル全快も敗退！ メインはキャプテンフォールデスマッチ！
ぼっち敗退！でもいい試合だった！
ヘッドギア装
大学時代の同級
簑島を踏付け
着のけん（右）
生コンビ（左右）
力を誇示する
ＷＧＤ次期挑戦者はつねお！
はいつにも増し
▼
も連携が板につい
小蝶野（中）！

黒帯衆のクロオビー、単身登場！ ステテコ・モンキーデビューも黒星！ 深夜の決戦！ローション塗れ！ ばってん、大阪プロレス勢に苦戦!?

ラン☆８王者、小馬場まさかの転落！ ラン☆８名物、Ｃ猪木vsユダン戦、メイン！ 三沢がと大谷晋じな～い、ドア出ずラン☆８出場！ カ道山（かどうざん）またもヘンテコ選手登場！

藤波細巳vs前田あきらめたが試合！ ラン☆８でボクシング戦実現！ 東北地方太平洋沖地震の影響により中止！ 東日本大震災の影響により中止に！

＞６人タッグミュージカルデスマッチ
○賀 川 照 子
（４分43秒
Ｓ ま め
所々ジョージ
倉富益二郎
松 田 大 輔
踏付式体固め） Ａ 橋 本●
※ドッグファイトまめ改めスポンジブルドックまめも復帰！
今回の曲はK-POPメドレー！賀川のミサイルキックが華々しく決まった！

【結果表】
西口ドア『西口ドア第十五弾』
東京・新宿ロフトプラスワン 平成23年（2011年）２月17日（木）
試合開始19時30分（観衆＝100人超満員）
＞シングルマッチ
○けんちゃん（５分18秒 体固め）みんな大好き岩ちゃんマン●
※岩ちゃんマン、棚橋弘至を彷彿とさせるスタイルに変更！
ダイビングヘッドバットからフォール！
＞タッグマッチ
Ｍ沢ミニ晴
（７分20秒
Ｓ・モンキー●
○Ｓ・カブキ
カブキ式体固め） Ｓ・ヤンキー
※カブキ殺法が炸裂し、中途半端なステテコ・モンキーのデビュー戦に土付けた！
＞シングルマッチ
○Ｍ く ん
（６分44秒 横入り式回転エビ固め）クロオビー●
※メガネくん、技巧スタイルで巨漢クロオビーをラ・マヒストラルで丸め込み！
＞ＷＧＤ世界王座挑戦者決定戦
○よしえつねお（６分13秒 体固め）Ｋ ぼっち●
※フライングボディプレスからフォール！つねおＷＧＤ王座挑戦権獲得！
王者ばってんと一騎打ちへ！

＞シングルマッチ（61分３本勝負）
○Ｙ 安 藤
（２－１）
世界のうめざわ●
①ユンボ（２８秒 体固め）
②世界（２６秒 体固め）
③ユンボ（６分３秒 背面式体固め）
※10周年でライバル対決はユンボに凱歌！
久々に解説席に座ったゴージャス染谷が感動していた！
＞敗者引退タッグマッチ
見た目が邦彦
（14分39秒
神 風 健 三 郎●
○Ｈ
二
郎
背面式体固め） 焙煎ＴＡＧＡＩ
※スワントーンからフォール！好試合を演じた神風だったが､４度目の強制引退！
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜挑戦者＞
＜王者＞
○Ａ 小猪木（10分30秒 体固め）長州 小力●
※10周年の激励賞、花束が沢山届き、祝福！花束嬢に元西口リングガールの山本
紗代と武田真由美が登場！試合は小猪木のジャンピング延髄斬りからフォール！
小猪木７年半振りに同王座獲得！第19代王者となる！
試合後、林家ペー&パー子(P&P企画)登場！全員で記念撮影！
桶川・上尾神輿連合会『第49回チキチキ関神Ｃｕｐ』
埼玉・大宮道山閣
平成23年（2011年）２月20日（日）
試合開始13時（観衆＝200人超満員）

＞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（６分43秒 超前方回転エビ固め）見た目が邦昭●
※タイガーマスクを産んだ新間寿の前でタイガーキッド、久々の王座戦！
７ヶ月振りの防衛戦、タイガーキッドが３度目の防衛に成功！
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（8分23秒 卍固め） Ｉ 青 森●
※ＩＷＧＰを立ち上げた新間寿の前で、小猪木、初防衛に成功！新間寿にベルト
を巻いてもらった！試合後、ユリオカ超特Ｑが乱入パフォーマンス！
長州小力も乱入！
TRIBELATE『TRIBELATE.32』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成23年（2011年）３月12日（土）
試合開始18時
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
△Ａ 小猪木（試合不成立）Ａ・ブッチャン△
※3月11、12日に起きた東北地方太平洋沖地震及び東日本大地震の影響により中止
となる！
６６６ヤングプロレス『第12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）３月13日(日)
試合開始18時
＞シングルマッチ
△ばってん多摩川（試合不成立）乞食（６６６）△
※3月11､12日に起きた東北地方太平洋沖地震及び東日本大地震の影響により中止!

＞タッグマッチ
○坂本ガソリン
（９分０秒
簔島 大樹●
小蝶野正洋
雲竜式体固め） Ｌ・ヤング
※ｎＷｄ対ヤングサークル初対決はｎＷｄ勝ち！
ガソリンの雷電ドロップからフォール！

※２・27K-DOJO千葉大会にばってんが出場を発表してましたが、マッチメイクか
＞シングルマッチ
ら外れ、欠場致しました。ご了承下さい。
○Ｇ 小馬場（７分54秒 片エビ固め）三沢が光晴●
※スーパー16文キックからフォール！元ラン☆８栃木世界ヘビー級王者の小馬場、
ノンタイトルながら貫禄の勝利！

＞キャプテンフォールタッグマッチ
鷲星座の魔鈴
（８分41秒
Ｓ ら ん ど●
○Mr.マジック
体固め） ばってん多摩川
※鷲崎魔鈴からまたも鷲星座の魔鈴に改名！キャプテンはシュウソウと鷲星座！
恐怖の同級生（合体ボム）からフォール！鷲星座の魔鈴、またも改名を示唆！

＞タッグマッチ
Ｌ・ヤング
（８分19秒
じ っ ち ゃ ん
○Ｌ・ローズ
背面式体固め）Ｊ・スニーカー●
※ラリアットからフォール！

【リングサイド紹介】

ラン☆８プロレス『ラン８☆お笑いプロレス2011年２月大会』
栃木・宇都宮スポーツカフェラウンド87 平成23年（2011年）２月17日（木）
試合開始20時（観衆＝30人）
＞シングルマッチ
○三沢が光晴 （５分29秒 背面式体固め） 大谷晋じな～い●
※晋じな～い、またもラン☆８に出場！晋じな～いが飛龍原爆固めを狙うが
失敗し、そのままフォール負け！
＞ラン☆８栃木世界ヘビー級選手権試合
＜挑戦者＞
＜王者＞
○佐々ニシキ健介（王・チャールズ=フリー）（８分５秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※ノーザンライトボムでラン☆８エースの小馬場王座転落！
佐々ニシキが第２代王者となる！
＞VVBCエビフライ級王座決定戦（１Ｒ10分15回戦）
○亀田 大吉（フリー） （３Ｒ５分34秒 Ｋ Ｏ）肉藤 大介●
※亀田が初代王者となる！
＞シングルマッチ
○前田あきらめた（王・チャールズ=フリー）（18分52秒
※キャプチュードからフォール！

体固め）藤波 細巳●

＞シングルマッチ
○カ 道山（かどうざん）（21分44秒 体固め）ゲストロイヤー●
※またラン☆８にややこしい名前の選手、カ（カタカナで書く）道山登場！
空手チョップ三連発からフォール！
＞シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン （21分４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！
佐野直自主興行『スタンリーＫ』
大阪・世界館 平成23年（2011年）２月18日（金）
試合開始19時（観衆＝200人）
＞６人タッグマッチ（時間無制限分１本勝負）
○平 日 マ ス ク(大阪プロレス)（17分51秒 アップルみゆき●(フリー)
Ｂ･バッファロｰ(大阪プロレス)
ミラクルマン(大阪プロレス)
佐 野 直(国際プロレスＰ) 原爆固め）ば っ て ん 多 摩 川
※平日マスクが女子レスラーのアップルに容赦しない人間橋！
西口プロレス『小ＩＷチービーヘビー級王座復活式』
東京・渋谷道玄坂西口プロレス事務局
平成23年（2011年）２月18日（金）
試合開始22時（観衆＝10人）
＞小ＩＷチービーヘビー級王座決定戦
○長州小力
（判定）
Ａ 小猪木●
※10周年興行に向け、空位だった小ＩＷチービー王座が２年振りに復活決定！
暫定王者として小力が第18代王者となる！
西口プロレス『西口プロレス創立10周年記念興行』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成23年（2011年）２月19日（土）
試合開始18時30分（観衆＝700人超満員札止め）
＞シングルマッチ
○Ｋ 花 道（10分４秒 超前方回転エビ固め）Ｉ 青 森●
※オープニングにウクレレえいじ（WAHAHA本舗）と乙羽屋が登場！
西口旗揚げ第二戦はイタコＴＨＥ青森対キッドＴＨＥ花道で始まった！
因みに旗揚げはイタコ対代々木ＴＨＥキッド戦！
＞ハードコア選手権試合３対２変則ルールタッグマッチ
＜挑戦者＞○新井健一郎(ドラゴンゲート)
＜挑戦者＞ 三平×２
（11分７秒 片エビ固め）
＜擁護隊＞Ｌ・ヤング
＜擁護隊＞超能力少年ダイジ
＜王者＞じっちゃん●
※シングル王座がなんと変則タッグマッチで争われる！王者組の誰かが勝てば防衛、
三平、もしくは新井が勝てば、勝った者が王者となるルール！最後は安全式ファイ
ヤーバードスプラッシュで新井が勝ち、第23代王者に！
同王座がドラゴンゲートに流出した！
＞西口ｋ－１ルール（１Ｒ３分３回戦）
○ボビー・サップ（ナイジェリア）（１Ｒ３４秒 Ｋ Ｏ）曙橋 太郎●
※甦った名勝負！曙対ボブ・サップを彷彿とさせるカード！
10周年はボビー・サップも駆け付け、豪快ＫＯ勝ち！
＞西口プロレス10周年メモリアル時間差バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○ミスターＸ（17分10秒 横入り式エビ固め）Ｄ 仮 面●
＜出場順=<>は失格順＞
Ｄ仮面<9>、Ｔ・オバサン<1>、加藤洋一<5>、ミスターＸ、ブタ・カラス<2>、
スナイパーせり<6>、マイケル・ジャンクション<3>、Ｍｒ．Ｋ<4>、安藤なつ<8>、
ＨＹＡＫＵ－ＭＥ（百目）<7>、
※ミスターＸは7年9ヶ月振りの登場で52歳最年長優勝！
レフェリーはタイガーはっとりくん、リングアナは花満開！
特別解説をウクレレえいじ（WAHAHA本舗）が務めた！
＞タッグマッチ
Ｌ・乙羽屋
（８分７秒
Ｇ 林
○Ｌ・ローズ
背面式体固め）
Ｐ 林●
※ラブセクシー・ファミリー対林一門レフェリーズの対決！最後はポークが
ローズボトムを喰らってしまい敗退！レフェリーはロース林が久々の復活！

＞神道会ヘビー級選手権杯争奪戦
○Ａ 小猪木（５分16秒 体固め）Ｙ・ハンセン●
※立会人にキックボクシング六冠王の我龍真吾（ファイティングマスター）！
その我龍が強行乱入し、西口勢を蹴りまくり、試合は小猪木が勝ち、獲得したが、
立会人自らがベルトを巻いてしまうという試合だった！
チームでら『チームでら第五戦』
愛知・名古屋市露橋スポーツセンター剣道場
試合開始15時15分（観衆＝70人）

平成23年（2011年）２月20日（日）

実

況

＞チームでら対バトラーツ対抗戦シングルマッチ（30分１本勝負）
○笠木 峻(チームでら)（12分15秒 体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※焙煎はバトラーツ軍で参加！内容では焙煎圧勝も最後にキークラッシャーで、
焙煎毎度の如く逆転負け！
暗黒プロレス組織６６６-TRIPLESIX-『ＤＩＥ６６６怪』
東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ
平成23年（2011年）２月25日（金）
試合開始19時15分（観衆＝670人超満員）
＞６人タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
○佐野直(国際プロP)（５分９秒
先
輩(666)
ばってん 多 摩 川
ドＳ看守(666)
見 た 目 が 邦 彦 片エビ固め）乞
食(666)●
※みちのくドライバーⅡからフォール！

ユンボ安藤、ゴージャス染谷、アントニオ小猪木
解 説

眠れる森の美女『感謝御礼５周年３ＤＡＹｓ後夜祭』
東京・渋谷眠れる森の美女
平成23年（2011年）２月26日（土）
試合開始23時30分（観衆＝50人超満員）
＞タッグマッチ
Ｇ 小馬場
（８分９秒
Ｌ・乙羽屋
○Ａ 小猪木
エビ固め） Ｌ・ローズ●
※乙羽屋がローションを持ち出し、四者ヌルヌル！
最後は小猪木がバックドロップからフォール！
格闘探偵団バトラーツ『バトラーツ北千住大会～千住の風になってvol.27～』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成23年（2011年）２月27日（日）
試合開始17時（観衆＝200人）
＞バトラーツルールシングルマッチ(15分１本勝負)
○石川 雄規(バトラーツ)（９分34秒 脇固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
※那須晃太郎(スタイルＥ)が欠場し、焙煎との一戦が中止！急遽、石川対焙煎の
師弟初対決が実現！師匠に対して堂々たるファイトが評価された！
真・下町プロレス『みんな大好き!下町やあ～』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）３月６日（日）
試合開始13時30分（観衆＝30人）
＞３対３時間差式イリミネーションマッチ
Ｋ ぼ っ ち
小 島 イ ケ ル (フリー)
○よしえつねお（３－２）かに☆きんぐキット(真・下町)●
見た目が邦彦
Ｂ
の
パ
パ(真・下町)
①イケル（15分45秒 踵固め）ぼっち
②つねお（19分０秒 体固め）キット
③つねお（20分48秒 体固め）イケル
④パパ（22分26秒 横入り式エビ固め）つねお
⑤見た目が（26分７秒 見た目が固め）パパ
※蟹K☆INGに代わってかに☆きんぐキットが登場！ルールは１分おきに選手が交
互に入場！チームが全員負けた時点で勝負が決まる勝ち残り戦！西口軍が見た目
がが一人残って勝利！４・３大袋大会、下町王者見た目がの初防衛戦の挑戦者に
バカボンのパパが挑戦決定！

上左からガラ林、マトン林、チキン林
タイガー服部くん、ばってん多摩川、よしえつねお

ユニオンプロレス『ユニオンのマーチ』
東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ
平成23年（2011年）３月６日（日）
試合開始15時30分（観衆＝350人超満員）
＞１対３変則マッチ（20分１本勝負）
吉田 充宏(ユニオン)
片エビ固め）風戸 大智(ユニオン)
ばってん 多 摩 川●
※竹刀攻撃からフォール！ばってん組、三人掛かりで勝てず…！

レフェリー

○大家 健（ユニオン）（４分７秒

GLADIATOR『GLADIATOR Gシリーズ15「GLADIATOR“G-I 2”」』
神奈川・川崎市体育館 平成23年（2011年）３月６日（日）
試合開始16時（観衆＝1000人超満員）
＞シングルマッチ（時間無制限１本勝負）
○五代目タイガーマスク（フリー）（６分18秒 猛虎式背骨折り）Ａ 小猪木●
※GLADIATORデビュー戦のタイガーマスク！アニメ同様のフィニッシュのウ
ルトラタイガーブリーカー初公開でタイガーが白星！この日の小猪木に若翔洋、
我龍真吾、藪下めぐみ､高橋洋子が就いたリングサイドには真樹日佐夫が観戦！
ＤＤＴプロレス『石井慧介自主興行』
東京・新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ
平成23年（2011年）３月６日（日）
試合開始17時30分（観衆＝300人超満員）
タッグマッチ（30分１本勝負）
菊地 毅(フリー) （９分28秒 松永 智充(DDT)
○大家 健(ユニオン) 原爆固め）ばってん多摩川●
※ばってん急遽ＤＤＴ出場！菊地毅と遭遇！
新間千種プロデュース『新間寿の誕生日を祝う会』
東京・アントニオ猪木酒場新宿店
平成23年（2011年）３月10日（木）
試合開始19時（観衆＝200人超満員）

ぴんぽんず「最高」川本、松尾アトム前派出所、花満開

リングアウンサー
左から
坂井樹乃
高橋愛
三城晃子
千代田唯

リングガール

(7)

▼控室で記念撮影!

実況：ジョニー(右)
解説：TOSHIKI(左)

▲イノキーズのダブルブレーンバスター！

見た目がフットスタンプ！

３月 日に東北地方沖大地震、翌日に東関東大震災が
起き、都内でも交通機関が止まり、計画停電が実施された
り、その他、長野、静岡等での地震や相次ぐ余震で都内の
イベントが尽く中止を発表する中、西口プロレス３月大会
の二日前のバトラーツが興行を強行した。その他の全日本
プロレスやＪＷＰ女子プロレスも強行している。焙煎は元
Ｕインターの松井大二郎（フリー）との初対決に張り切
るも、立ちはだかる長身でＩＧＦで活躍する鈴木秀樹（ス
ネークピットジャパン）に大苦戦。澤宗紀（バトラーツ）
との連係もこの日は噛み合わず、最後は鈴木の飛龍原爆投
げに焙煎がＫＯ。レフェリーの和田良覚（フリー）が務め
た。尚、この日は
バトラーツでの募
金活動に小猪木も
登場。ばってんも
協力した（カメラ：
西口プロレス）

▲
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頑固プロレスでばってんと矢野啓太（ワラビー）の
試合が行われた。二人は実は仲良しで、今回の好試合
が予測された。ちなみに矢野は昨年秋に見た目がに勝
利している。３月 日のバトラーツ興行の翌日、所属
していたバトラーツを退団。それ以降の試合で何故か
勝ち星に恵まれず、悩みの矢野に対し、友情を活かし
てばってんが名乗り。堂々と挑んだが、矢野の不調は
隠せない。のらりくらりと試合を展開され、最後は両
者リングアウトドローという裁定が下された。ばって
ん的には見た目がが負けた相手にドローとは聞こえは
よいが、矢野の不調を考えると複雑。またいつか再戦
が望まれる（カメラ：頑固プロレス）。

リングガール：AYAMI
(DJ OZMAファミリー)

『バトスカフェ特別編～東北地方大平洋沖地震
チャリティー興行』で加藤まことロイヤルランブ
ルを開催。参加者はピンクタイガー総帥（ピンク
タイガーモンスター軍）
、ＪＯＭ太郎（ピンクタイ
ガーモンスター軍）
、
星野勘九郎（大日本プロレス）、
山田太郎（６６６）
、神威（フリーダムス）、安倍
健治（ＣＭＡジャスティス）、女子の唯我（フリー）
、
翔太（フリー）
、見た目がレンジャーの９名が参加。
最後はレンジャーボムで翔太を下し、見た目がレ
ンジャーが優勝した（カメラ：アジャ幸司）
。

バトスカフェが『バトスカフェ特別編～東北
地方大平洋沖地震チャリティー興行』を埼玉・越
谷市ケルベロス道場で行った。見た目がはその
チャリティー興行に参戦した。見た目がはピンク
タイガー総帥（ピンクタイガーモンスター軍）と
タッグを組んで、安倍健治（ＣＭＡジャスティス）
＆翔太（フリー）組と激突。最後は見た目がと安
倍が回転エビ固めの応酬となり、幸いにも見た目
がが勝利した（カメラ：アジャ幸司）
。

▼なぜか覆面を被った見た目がレンジャー
（左）として出場!

西口プロレスがハッスルに登場した。ハッス
ルといってもハッスルマンズワールドで旧ハッ
スルの残党の新しい団体である。西口メンバー
のカードは見た目が邦彦対ばってん多摩川対佐
野直（国際プロレスプロモーション）の３ＷＡ
Ｙマッチだ。試合は巧みに展開したが、最後は
西口同士で裏切り合い、見た目ががばってんに
ダイビングフットスタンプを決めて勝利。見た
目ががばってんに勝負の厳しさを教えた試合で
あった。見た目がは翌日、真・下町に出場予定
で下町王座戦の予定だったが、地震の影響によ
り中止。その腹いせにも負けたくなかったのだ
ろう（カメラ：ハッスルＭＷ）。

４・１０大袋大会《バトスカフェ》
＞タッグマッチ
総帥(PM軍)
安倍(ＣＭＡ)●
○見た目が ＶＳ翔太(フリー)

４・２新木場大会《ハッスルMW》
＞３ＷＡＹマッチ
○見た目がＶＳばってん●
※もう一人は佐野（国際ＰＰ）！

。

４・１０大袋大会《バトスカフェ》
＞加藤まこと杯ロイヤルランブルバトルロイヤル
＜決勝戦＞
○レンジャーＶＳ翔 太(フリー)●
《参加者》ピンクタイガー総帥(ＰＭ軍)、ＪＯＭ
太郎(ＰＭ軍)、星野勘九郎(大日本)、山田太郎(666)、
神威(FREEDOMS)、安倍健治(CMA)、唯我(フリー)、
翔太(フリー)、レンジャー！ ※レンジャーが優勝！

▲見た目がクラッチが勝利の決め手となった!

▲見た目が（下）に対し、
不敵な笑みを浮かべるばってん！

３・２８名古屋大会《チームでら》
＞シングルマッチ
○小 仲ＶＳばってん●
(666)

４・３西調布大会《頑固プロレス》
＞シングルマッチ
△ばってんＶＳ矢 野(ワラビー)△

見た目がレンジャー優勝！

見た目が邦彦、チャリティー大会大活躍！

ハッスルで３ＷＡＹ戦登場！

▲派手なメイクの矢野（上）！

３・２４新木場大会《佐野直興行》
＞６人タッグマッチ
平 日(大阪)
矢 野(ワラビー)●
○佐野(国際Ｐ)ＶＳ竹嶋(バトラーツ)
ば っ て ん
澤 (バトラーツ)

▲

鳥取県米子市で小ＩＷチービーヘビー級選手権試合が
佐野直興行『スタンリー５』にばってん多摩
行われた。王者小猪木は元ラン☆８栃木世界ヘビー級王者 川が出場。プロモーターの佐野直（国際プロレ
だったジャイアント小馬場の挑戦を受けてたった。今回の スプロモーション）に、大阪プロレスの平日マ
喧王ＩＳＭは喧嘩格闘技イベントなのだが、オクタゴン
スクと組んで、澤宗紀（バトラーツ）、竹嶋健史
ルール。我々の同タイトル戦もオクタゴンで行われる。い
（バトラーツ）、元バトラーツの矢野啓太（ワラ
わゆる八角形金網マッチだ。小猪木はオクタゴンは二度目
ビー）のバトラーツ勢の６人タッグマッチが行
沖縄・那覇ものまね屋しじみんちゅ３周年記念感謝祭の だが、小馬場は初となる。そんなデスマッチの中のバトル われた。２日前にバトラーツを退団した矢野。
にレフェリーの島田光浩（喧王ＩＳＭ）と小馬場も何やら
ゲストに呼ばれた小猪木はしじみ（パルメディア）のプロ 口論からバトルに発展。島田は小馬場のチョップに対抗し だが、矢野の調子が少しおかしい。ばってん組
デュース試合でアントキの猪木とタッグを組み、沖縄プロ てラリアットを決めてしまう。その隙をついて小猪木が正 は力を合わせて矢野を攻めたてた。最後はばっ
てん、平日マスクのアシストにより、不調の矢
レスのグルクンダイバー＆めんそ～れ親父組との試合に挑 座式ニードロップからフォールし、３度目の防衛に成功し 野に佐野自らのサノチャンボンバーで勝利した
た。小馬場はレフェリーの加勢で反則勝ちの抗議も覆らず
んだ。実況は小猪木の土浦歌芸夢者大会ではお馴染みの
敗退。試合後は被災地に向けてのオークションを開催した （カメラ：スタンリー）
。
ジョニー（ツーフェイス）と解説はＴＯＳＨＩＫＩ（ツー （カメラ：吉瀬晶子）。
フェイス）の影武者Ｘの二人が務めた。レフェリーはミル・
マングース（沖縄プロレス）、リングガールはＤＪ ＯＺ
ＭＡＸのＡＹＡＭＩ（フ
ＭＡのダンサー＆歌手のＯＺ －
リー）と舞台は揃った。試合はアントキののスタミナ配分
や試合ペースが目茶苦茶となり、最後は小猪木がロンリー
バトル。めんそ～れにグランドコブラを狙ったが、体重差
で切り替えされてフォール負け。試合後には神奈月（太田
プロ）も登場。当イベントはものまね、歌、プロレスとテ
ンコ盛りイベントでかなり盛り上がった。沖縄らしく、熱
い観客だった（カメラ：しじみんちゅ）。

▲ばってん、奇怪な動きで撹乱!
後ろはパートナーの佐野直！

▲
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ばってん、小仲にまさかの敗退！

不調の矢野啓太！
ばってんと泥試合ドロー！

ばってん組、バトラーツに勝利！

３・２４新木場大会《佐野直興行》
＞３ＷＡＹマッチ
○藤 田ＶＳ見た目が●
(東京愚連隊)
※もう一人は入江（チームでら）！
３・２１大山大会《バトラーツ》
＞タッグマッチ
○秀 樹(ＳＰＪ)
澤(バトラーツ)
松 井(フリー)ＶＳ焙
煎●
４・１０米子大会《喧王ＩＳＭ》
＞小ＩＷチービー選手権オクタゴンルール
＜王者＞ ＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ小馬場●
※小猪木が３度目の防衛に成功！

▲焙煎（中）行け！ＵＷＦ系
の遺伝子たちとバチバチ展開！
▲八角形金網のオクタゴン！！

▼最後は柔道仕込みの裸絞めでレフェリーストップ！

左：グルクンダイバー
右：めんそ～れ親父

見た目が、３ＷＡＹで敗退！
焙煎、松井大二郎戦張り切る！

鳥取でオクタゴン対決！

４・２０那覇大会《しじみんちゅ》
＞タッグマッチ
○めんそ～れ(沖縄)
アントキの(マセキ)
グルクン (沖縄)ＶＳ小
猪
木●

▲コーナーで同じポーズを取る二人！

４・１７松本大会《GLADIATOR》
＞異種格闘技戦
○藪 下ＶＳ小猪木●
(FIGHT CHIX)

▲イノキーズのダブルインディアンデスロック！

レフェリー
ミル・マングース
(沖縄プロレス)

佐野直自主興行『スタンリー』にレギュ
小猪木が３度目のＧＬＡＤＩＡＴＯＲ出場を果たした。当初、韓国女子キックボク
最近は名古屋に拠点を置くチームでらの
ラー出場している見た目が邦彦とばってん マットにも焙煎やばってんも出場している。
サーのハム・ソヒ戦との再戦だったが、ソヒが３・６の川崎大会での試合で左手首骨
多摩川。今回まず、この興行で西口プロレ ばってんは今回、単身でチームでらに出場し
折と靭帯損傷でカード変更。国際柔道女子銅メダルと総合格闘技スマックガール世界
スの一員が登場したのは見た目が邦彦。藤 た。最近はライバルの入江茂弘との試合が組
王者、並びにプロレスでもＡＷＦ世界女子王座に輝いたこともある藪下めぐみと５度
田ミノル（東京愚連隊）と入江茂弘（チー まれるかと思ったが、今回は入江の自主興行
目の対決が決まった。藪下とはサマフェス、ＴＲＩＢＥＬＡＴＥ、ＮＥＯ、グラチャン
ムでら）
との３ＷＡＹマッチ。３ＷＡＹマッ で、メインに登場。今回のばってんはライバ
と舞台を変えて、今回ＧＬＡＤＩＡＴＯＲマットでは初対決となる。試合は今回の藪
チは誰かが敗退したら終わりのルール。藤 ルの小仲＝ペールワン（６６６）との初の一
下は安定感があり試合をリード。最後は柔道家らしく裸絞めを決めた。レフェリーは
木村参味夫（フリー）
が試合をストップ。惜しくも小猪木が敗退した（カメラ：吉瀬晶子）
。 田、入江に比べて軽量の見た目が。最後は 騎打ちが決まった。ばってん、押せ押せムー
藤田のアックスボンバーに見た目がが捕ま ドだったが、小仲の逆転のスモールパッケー
勇気ある！？小猪木から柔道技 り敗退。見た目がはプロレス界に残るなら、
ジホールドで敗退。この借りは返さなければ
を仕掛けにいった！
もう少しウエイトをＵＰした方がよいかも ならない（カメラ：チームでら）。
しれない（カメラ：スタンリー）。
ばってんの首を絞める小仲！

沖縄でイノキーズタッグ結成！ 小猪木、藪下と５度目の異種格闘技戦！

つねおの夢砕く！
▲

＞タッグマッチ(30分１本勝負)
○鈴木 秀樹(ＳＰＪ)（22分12秒 澤宗紀(バトラーツ)
松井大二郎(フリー) Ｋ Ｏ） 焙煎ＴＡＧＡＩ●
※焙煎、松井との初対決に張り切るも立ちはだかる長身の鈴木秀樹の飛龍原爆投
げにＫＯ！レフェリーの和田良覚(フリー)がレフェリーストップ！

ばってん（上）の重い
体重を活かしたハイアン
グルなセントーン！

佐野直自主興行『スタンリー５』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）３月24日（木） 試合開始19時30分（観衆＝200人）

＞６人タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
平日マスク(大阪プロレス) (16分45秒 矢野 啓太 (ワラビー)●
○佐野直(国際プロレスＰ)
竹嶋 健史 (バトラーツ)
ば っ て ん 多 摩 川
エビ固め）澤 宗 紀 (バトラーツ)
※サノチャンボンバーからフォール！

＞３ＷＡＹマッチ（30分１本勝負）
○見た目が邦彦（２分４秒 体固め）ばってん多摩川●
※ダイビングフットスタンプからフォール！
もう一人は佐野直(国際プロレスプロモーション)！
頑固プロレス『届け！炎の友情』
東京・西調布格闘技アリーナ
平成23年（2011年）４月３日（日）試合開始18時（観衆＝100人）
＞シングルマッチ（30分１本勝負）
△ばってん多摩川（16分41秒 両者リングアウト）矢野 啓太(ワラビー)△
※３月22日にバトラーツを退団した矢野！退団以来勝ち星に見放されてきていた
が、今回はばってんにも勝てずにドロー！
バトスカフェ『バトスカフェ特別編～東北地方大平洋沖地震チャリティー興行』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）４月10日（日）試合開始13時（観衆＝30人）

４・２０浅草大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
○け ん
Ｌ
Ｅ
Ｏ●
小蝶野ＶＳ岩ちゃんマン

２月にバトルロイヤルでデビューした服部レオナが今回のタッグマッ
チで、正式デビューを果たすのにＬＥＯに名前を変更した。パートナー
昨年末にＷＧＤ世界トーナメントを優勝したばってんは４ヶ月目
で初めての防衛戦を行った。相手は小蝶野、ぼっちを破り、挑戦権を はみんな大好き岩ちゃんマン。相手はｎＷｄのトップ２、小蝶野正洋と
獲得したばってんのライバルよしえつねおだ。試合はお互い、力と力、 けんちゃんだ。今までにプリマ・リエ、ことね、橋爪ヨウコ、荒木巴、
技と技をぶつけ合う。さすがライバル同士だ。終盤はチョップ、エル ノリコ＠Ｄ、キラ☆アン…とドア女子部が全く育たず、いつの間に退団
ボーの打撃戦に発展。打撃戦に打ち勝ったのはプロレスラーとして活 していく者が多かったが、この川本ＣＥＯがスカウトしたＬＥＯに期待
が掛かる。空手を得意とするＬＥＯ。ｎＷｄに果敢に攻めたが、けんの
躍をするばってん。そしてフィニッシュはブラックマンデーボム。
王者が初防衛に成功した。ばってんに連敗のつねおも頑張らなくては 非情の逆エビ固めにギブアップ。今後、女子として西口を続けていける
ならないが、誰がプロレスラーのばってんから王座を奪うかが課題に のかが、課題という見方をされてしまう中、本当に頑張って欲しい。尚
なってきた。ばってんもプロレス界のビッグタイトルにも挑戦して欲 仙台出身の被災者・小蝶野は元気にファイト。東北の希望になって欲し
い（カメラ：佐藤静香）。
しい（カメラ：佐藤静香）。

ガソリン、まだまだ見た目がに敵わず…！ ヤングサークル新入生勧誘も不発！
後輩だろうが全く容赦せず
攻め続けるのが見た目がスタ
イルなのだ！

＞タッグマッチ（30分１本勝負）
Ｐ総帥(ＰＭ軍)（12分58秒 安倍 健治(ＣＭＡ)●
○見た目が邦彦
エビ固め）翔
太(フリー)
※回転エビ固めの応酬に勝利！

４・２０浅草大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○見た目がＶＳガソリン●

＞加藤まこと杯ロイヤルランブルバトルロイヤル
＜決勝戦＞
○見た目がレンジャー（16分36秒 エビ固め）翔 太(フリー)●
※レンジャーボムからフォール！見た目がレンジャーが優勝！
他の参加者はピンクタイガー総帥(ピンクタイガーモンスター軍)、ＪＯＭ太郎(ピン
クタイガーモンスター軍)、星野勘九郎(大日本プロレス)、山田太郎(666)、神威
(FREEDOMS)、安倍健治(CMAジャスティス)、唯我(フリー)！９名参加！

▼ガソリン（左）見た目がを
投げた!パワーは劣らなかった
が経験の差か・・！！

喧王ＩＳＭ『TOWN THE BATTLE TOURNAMENT喧王ISM.継承第30話』
鳥取・米子コンベンションセンター
平成23年（2011年）４月10日（日）試合開始17時（観衆＝1200人）

▲

＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合オクタゴンルール
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（８分56分 体固め）Ｇ 小馬場●
※正座式ニードロップからフォール！小猪木が３度目の防衛に成功！
レフェリーは島田光浩(喧王ISM)が務めた！

箕島の新技ストレッ
チボーイ！体の硬い
ぼっち（下）は苦悶！

GLADIATOR『グラディエーター松本大会』
長野・松本名鉄ショーホール
平成23年（2011年）４月17日（日）試合開始16時（観衆＝600人超満員）
＞異種格闘技戦（時間無制限１本勝負）
○藪下めぐみ（FIGHT CHIX）（９分28秒 レフェリーストップ）Ａ 小猪木●
※当初、韓国女子キックボクサーのハム・ソヒ戦だったが、左手首骨折と靭帯損
傷でカード変更！国際女子柔道銅メダルと総合格闘技スマックガール世界王者の
藪下めぐみ戦と５度目の対決！裸絞めで小猪木敗退！
レフェリーは木村参味夫(フリー)が務めた！
西口ドア『西口ドア第16弾「帰ってきたまつり湯！」』
東京・浅草まつり湯お食事処かんぱい大入り広間
平成23年（2011年）４月20日（水）試合開始19時30分（観衆＝100人）
＞シングルマッチ
○見た目が邦彦（6分12秒 体固め）坂本ガソリン●
※フットスタンプからフォール！

４・２０浅草大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
○蓑 島
ぼ っ ち
ヤングＶＳＳカブキ●

プロレス界で活躍し、下町無差別級王者に君臨する見た目
が。今度は西口ドアからの挑戦を受けて立つ立場にもなって
きた。試合はノンタイトルのシングルマッチで見た目が邦彦
対坂本ガソリンの一騎打ち。ガソリンもがむしゃらに見た目
がに突っ込んでいく。体重差なら決して負けてないのだが、
やはりキャリアが違った。最後は余裕で見た目がの急降下フ
ットスタンプで勝利。まだまだ力の差を見せ付けた試合だっ
た（カメラ：佐藤静香）。

▲

＞タッグマッチ
○鷲星座の魔鈴（9分23秒
Ｓ・モンキー
Ｍr.マジック
体固め） Ｓ・ヤンキー●
※マジックの空中弾からフォール！
＞タッグマッチ
○けんちゃん（9分58秒
Ｌ
Ｅ
Ｏ●
小蝶野正洋 逆エビ固め）みんな大好き岩ちゃんマン
※※服部レオナからLEOに改名！仙台被災者小蝶野は被災後、元気に初試合！

ものまね屋しじみんちゅ『ものまね屋しじみんちゅ３周年感謝祭in沖縄プロレス』
沖縄・那覇デルフィンアリーナ国際通り
平成23年（2011年）４月20日（水）試合開始20時（観衆＝200人超満員）
＞タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
○めんそ～れ親父 (沖縄プロレス)（８分48秒 Ａの猪木(マセキ芸能社)
グルクンダイバー(沖縄プロレス) エビ固め）Ａ
小
猪
木●
※グランドコブラを切り替えしてフォール！実況はジョニー、解説にTOSHIKIの影武者Ｘ
(ツーフェイス)！試合後に神奈月(太田プロ)が登場！レフェリーはミル・マングース（沖縄
プロレス）、リングガールはDJ OZMAファミリーのAYAMI(フリー)が務めた！
３・23西口プロレス新宿大会、４・３真・下町プロレス大袋大会は３・11東北地
方太平洋沖地震の影響により中止になりました。ご了承下さい。

▼うるさいステテコ・モンキー
（右）を魔鈴はコブラツイストで
捕らえた！

新ルール式勝ち抜けバトルロイヤル！優勝はメガネくん！ 同級生タッグ圧勝！ステテコ兄弟惨敗！

＞３人勝ち抜きバトルロイヤル
＜優勝戦＞
○Ｍくん（勝ち抜け）Ｓランド●
①メガネ（4分01秒 体固め）シュウソウ
②ミニ沢（3分27秒 首固め）シュウソウ
※ルールは勝ち抜け式！最後に残った者が負け！当ルールは初の試みとなる！メ
ガネくんが最初に勝利したため優勝！最後に負けたシュウソウが負け残りとなる
！他の参加はミニ沢ミニ晴！

＞ＷＧＤ世界ヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○ばってん多摩川（10分10秒 エビ固め）よしえつねお●
※ブラックマンデーからフォール！ばってんが初防衛に成功！

ヤングが蓑島大樹とヤングサークルを結成して８ヶ月。蓑島
もかなり育ってきた。今回の対戦相手はザ・シロート・カブキ
＆カールぼっち組との一戦。ヤングは負けたらヤングサークル
入部、負けたら卒業をかけての試合に挑んだ。やはり成長著し
い蓑島は最後にランドマークタワーからのベイブリッジで何と
Ｓカブキから金星。カブキとぼっちはサークル入部するも即退
部届を出して退部した。ここは入部してヤングサークルの組織
拡大に協力して欲しかったが…（カメラ：佐藤静香）。

勝利したのはメガネくん（下）
実はかなりの実力者ではないかと
うわさされている！

＞タッグマッチ
○蓑島 大樹 （11分27秒
Ｋ・ぼっち
Ｌ・ヤング
ベイブリッジ）
Ｓ・カブキ●
※簔島、必殺ベイブリッジからフォール！
Ｓ・カブキから金星！カブキ、ぼっちに勧誘するが、即退団！

ヤング（右）
、レフェリーの死角をついて爪切り攻撃！

▲

▲

ハッスルMAN'Sワールド『ハッスルMAN'Sワールド#5』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）４月２日（土）試合開始19時（観衆＝100人）

▲

＞シングルマッチ（30分１本勝負）
○小仲＝ペールワン(666)（10分10秒 首固め）ばってん多摩川●
※初の一騎打ち！押せ押せムードも逆転のスモールパッケージホールド！

つねお（上）の腕攻
め！この後、永田裕志
張りの白目をむいた腕
固めに移行！

チームでら『プチでら外伝 入江茂弘プロデュース興行～また会えたらいいね～』
愛知・名古屋スポルティーバ・アリーナ
平成23年（2011年）３月28日（日）試合開始20時（観衆＝70人）

小蝶野（右）は安定したファイトを見せた！

４・２０浅草大会《西口ドア》
＞ＷＧＤ世界ヘビー級選手権試合
＜王者＞ ＜挑戦者＞
○ばってんＶＳつねお●
※ばってんが初防衛に成功！

＞３ＷＡＹマッチ（45分１本勝負）
○藤田ミノル(東京愚連隊)（９分３秒 片エビ固め）見た目が邦彦●
※アックスボンバーからフォール！もう一人は入江茂弘(チームでら)！

▲

格闘探偵団バトラーツ『バトラーツ板橋大会』
東京・板橋グリーンホール
平成23年（2011年）３月21日（月）試合開始13時（観衆＝220人超満員）

▲

ばってん防衛！

【結果表】

空手仕込みの蹴りを喰らわすＬＥＯ！

(8)

▲ミニ沢（右）の欽ちゃんキック！

４・２０浅草大会《西口ドア》
＞勝ち抜けバトルロイヤル
＜優勝戦＞
○メガネＶＳショウソウ●
※３人参加！最初な勝ち抜けがメガネが
優勝、負け残りがシュウソウ！もう一人はミニ沢！

▲これが二人の必殺技
「恐怖の同級生ボム」！
ステテコ・ヤンキー撃沈！

当初は３ＷＡＹだったが、ルールが変わり、バトルロイヤ
４・２０浅草大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
ルの新ルールが発表された。今までの３ＷＡＹは誰かが勝っ
モンキー
た時点で優勝が決まり終了、バトルロイヤルは敗者が退場し、 ○鷲星座の
マジックＶＳヤンキー●
勝ち残りルールで残った者が優勝だったが、今回は最初に
勝った者が優勝なのだが、負け残り方式で最後まで残った者 ｎＷｄのＭｒ．マジック＆鷲星座の魔鈴組対ステテコ・ヤン
が敗者となる逆サバイバルルールだ。勝たなければ闘い続け キー＆ステテコ・モンキー組のタッグマッチが行われた。前回
なければならない。参加者はシュウソウらんど、ミニ沢ミニ の西口ドアでステテコ兄弟の三男としてデビューしたモンキー
晴、メガネくんの３人。最初に勝ち抜けしたのはメガネ。ダ がどこまで成長したかも期待されたが、タッグチームとしてど
ブルニーからの体固めでシュウソウを抑えて、一抜け優勝。 んどん成長していくマジックと鷲星座の魔鈴の大学同級生タッ
残るはシュウソウが首固めを狙うが失敗しミニ沢が勝利。 グは、ステテコ兄弟をものともせず、最後はマジックのサスケ
シュウソウが赤恥の負け残りとなり、試合終了。もっと多数 スペシャルから恐怖の同級生ボムを決めて鷲星座の魔鈴が
の人数でも観てみたくなった新しいルールだった（カメラ： フォールした。まだまだ迷い続けるステテコ兄弟であった
（カメラ：佐藤静香）。
佐藤静香）。

【西口あらかると】

※本誌の情報と異なる場合や、後に変更する場合もございますのでご了承下さい。

東京ダイナマイト、『フットンダ』！ 小猪木、読売新聞！
２月15日に発売された読売新聞の『TOKYOホームページ』の「ふるさと」のコーナーにアントニオ小猪木が掲載！生まれた
ふるさと「埼玉県上尾市」についてと西口プロレスとアントニオ小猪木10年について語った！

２月10日に放送した 日本テレビ『フットンダ』に東京ダイナマイト（二郎&松田）が出演した！

小力『アメトーーク！』出演! 小猪木、岩手・東海新報！
３月31日の岩手の東海新報の新聞に小猪木が岩手・大船渡蛸ノ浦漁村厚生施設でのボランティア活動の取材が掲載された！

3月31日放送のテレビ朝日『アメトーーク！』滑舌悪い芸人に小力が出演!滑舌の悪さを披露！

小力『世界！どや顔サミット』出演! 小猪木、相模原タウンニュース！
4月9日放送のテレビ朝日、有名人が極秘情報を流出！「世界！どや顔サミット」に小力出演!ビリヤードの腕前を披露した! ４月７日より配布された神奈川・相模原の『タウンニュースさがみはら中央区版』に小猪木のボランティア活動の取材が記載された！
小力『『ぷっ』すま』出演! 喧嘩格闘技イベント『喧王ISM』熊本&新宿大会！
５月８日（日）開始：17時､会場：熊本バトルステージ熊本市上通り上通りアーケード内
シングルマッチ アントニオ小猪木vsジャイアント小馬場 ※小猪木が小IWチービー王座を保持している場合は防衛戦！
５月14日（土）開始：19時､会場：新宿FACE
シングルマッチ アントニオ小猪木vsＢＵＮ（喧王ism会長）両大会とも全試合実況：エール橋本、解説：ユンボ安藤

4月19日放送テレビ朝日『ぷっ』すまに小力出演!時代を築いた芸能人たちの部屋・私服を当てるゲームに参加!

小猪木サンテレビ『銀玉王』！
２月17日に放送したサンテレビ系『銀玉王』にアントニオ小猪木が出演！元プロボクシング
ＷＢＣ世界バンダム級王者の薬師寺保栄とパチンコ対決で出演した！

ディアナ女子プロレス山形大会で提供試合！

２月20日に行われた『アントニオ猪木68歳の誕生日を祝う会』にアントニオ小猪木が出席し、ワイドショーや新聞、雑誌に登場した！

ワールド女子プロレスディアナ東日本大震災復興チャリティー『志』http://www-diana.com/index.php
アントニオ小猪木、小蝶野正洋vs見た目が邦彦、ラブセクシー・ヤング
実況：エール橋本、解説：ユンボ安藤､レフェリー：ばってん多摩川
4月29日（金）山形ビックウィング、5月1日（日）山形南陽市体育館 17時試合開始
※4月30日には山形ビックウィングにて行われる「わん！にゃん！チャリティフェスタ2011」にも西口プロレスで参加！

小猪木、ワイドショー、新聞、雑誌登場！
小猪木『とんねるず～した』総集編！

小猪木、グラジエーター熊本&福岡大会！

３月17日、フジテレビ系『とんねるすのみなさんのおかげでした』「博士と助手細かすぎて伝わ
らないモノマネ選手権 もう一度見たい爆笑ネタベスト50」が放送され、小猪木が出演した。

5月21日（土)「GLADIATOR熊本大会」熊本・グランメッセ「GLADIATO博多大会」熊本 5月22日（日）福岡・アクロス福岡

カールぼっち『なるほど！ハイスクール』出演！ 西口寄席＆プロデュースライブ！
『激！！お笑いプロデュースライブ』５月２１日（土）13:30開場 14:00開演会場：新宿V-1スタジオ
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！
『西口寄席』５月２１日(土) 18：00開場/18：30開始 会場：新宿Ｖ-1スタジオ
料金：[前売] 1,000円 [当日] 1,500円 （小学生以下無料）お問合せ・チケットのご予約：0364160218(西口プロレス）

４月２１日放送の日本テレビ「なるほど!ハイスクール」にカールぼっちが車掌役で出演！

３・31『SHOW YOUR HEART』募金活動！
３月31日にGacktの呼び掛けにより、川崎麻世、山田邦子、国生さゆりらタレントが集まる中、
小力、小猪木も協力！募金活動した！その模様が各ワイドショーで放送された！

焙煎TAGAI、バトラーツ、石川塾出場!

小猪木、ボクシング募金活動！
４月11日に放送したフジテレビ系『ダイヤモンドグローブ』にアントニオ小猪木が輪島功一、
ガッツ石松、渡嘉敷勝男、大橋秀行ら元ボクシング世界王者たちと募金活動の様子が放送された！

小力、小猪木、小馬場、『ニコ電芸人バトル』！
２月23日（小猪木、小馬場）、28日（小力）に放送したインターネット番組、ニコニコ動画
『【天下一】芸人ニコ電バトル』！1ヶ月をかけて様々な芸人が挑戦する中、小力は上位3位に！

■５月22日(日)17時試合開始 北千住シアター1010ミニシアター SRS席 6000円自由席 5000円小中生 1500円
【対戦カード】焙煎TAGAI(西口プロレス) vs 那須晃太郎(スタイルE)
■「石川塾・公開授業」 ５月２９日(日)１４時開始(開場３０分前)前売２５００円(ワンドリンク付) 当日券３０００円
会場「埼玉・ケルベロス道場」東武伊勢崎線「大袋駅」西側 駅前(下り線ホームから見えます)

見た目が邦彦、よしえつねお出演!
５月１０日(火）「３ＷＡＹ」～このまま楽して売れたいな～一人30分の持ち時間のネタライブ！
会場：なかのZERO 視聴覚ホール(東京都中野区中野2丁目9-7 地下2F）開場/19：00試合開始/19:30料金：1000円

レフェリー・ガラ林、劇団を旗揚げ！
坪井劇団立ち上げプロデュース第一弾『Grand Hill の林～グランドヒルの人々～』作・演出ガラ林

5月8日(日)17時00分開場17時30分開演
西プロ、スカパー２時間枠絶賛放送中！ 5月7日(土)18時30分開場19時00分開演
場所：明石スタジオ（杉並区高円寺南4-10-6 03-3316-0400）チケット：前売2000円当日券2500円

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や長州小力コーナーが！

グラン浜田還暦興行ＤＶＤ！
昨年12月26日、大阪・世界館で行われた『グラン浜田還暦記念興行』がＤＶＤ化された！シークレットでアントニオ小猪
木も登場!?『グラン浜田還暦記念興行』ＤＶＤ発売中！定価3000円 送料全国一律300円
【問合せ】y-yukawa@w9.dion.ne.jp（湯川）件名に「西口新聞見た」又は「グラン浜田ＤＶＤ」と入れて下さい！

世界のうめざわバンド「MARMALADE」ライブ!
5月15日(日)新宿ＵＲＧＡ 11th Anniversary SpecialEdition出演決定！
OPEN18:30 START19:00 adv.\2000 atdoor.\2400 INFORMATION TEL.03-5287-3390 INFO@urga.net http://www.urga.net

松尾アトム前派出所、結婚記念ライブ!
『松尾アトム前派出所の結婚式ライブ』5月7日（土曜）阿佐ヶ谷ロフト
料金前売2000円当日2500円（飲食代別）開場18時開演19時
出演 松尾アトム前派出所 松尾アトム前派出所の嫁他 お問合せ・ご予約：西口プロレス事務局03-6416-0218

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！ ドン・クサイ、所々ジョージ出演！
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2/15あべ由紀子(タレント)、2/22知夏七未(ダンサー)、3/1ヤング、3/8弘誓文子(女優)3/22日高摩美(声優=闘魂
ガールズ)、3/29大関強(NPO法人)、4/7望月海羽(女優)、4/14ＧＹＵ(タンゴアジア王者),4/19影武者Ｘ、AYAMI(DJ OZMA
ファミリー)が出演した！3/15は静岡東部地震の影響に寄り、小猪木のコーナーが放送できませんでした。毎週火曜夜
10時～11時絶賛生放送中！ネットでも聴けます！

山形FM762ラジオモンスター「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」

「プライムライブ」 日時：5月17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：35491

ジャイアント小馬場（スギタヒロシ）出演!
Ｕ字工事主催チャリティーライブ 北関東芸人大集合「キタカンライブ」
５月１０日(火) 北沢タウンホール 前売り1500円:当日2000円 ローソンチケット・Ｌコード38965
出演:U字工事・赤プル・エレファントジョン・江戸むらさき・ガッポリ建設・Ｇたかし・こばやしけん太・
スギタヒロシ・タイムマシーン3号・ヒヨドリ来留夫・他 お問い合わせ アミーパーク 03-3355-6051

カールぼっち出演!

小猪木、ＦＭ沼津出演！
２月19、26日、３月５、12、19、26日、４月７日に放送した沼津コーストＦＭラジオ『格闘ラジオ・ゴングで飛び出せ！』
に出演！26日は鈴木修とスタジオ初出演！７日は岩手・大船渡から木村健悟、大谷晋二郎、吉江豊、橋本大地と出演した！

５月２７日(金)お笑いトーク「岡田Japanライブ～予選10試合目～」
会場:杉並区立産業商工会館地下和室（JR中央線阿佐ヶ谷駅より徒歩5分） 開場18:30開演19:00 料金100円(当日)

アントニオ猪木酒場！

小猪木、おおふなとさいがいＦＭ！ 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！4月27日（水）ＩＧＦ主催「ＧＥＮＯＭＥ15」前夜祭に小猪木乱入か！？
４月７日に岩手のおおふなとさいがいＦＭにアントニオ小猪木が出演した！

GENOME15チャリティー前夜祭 会場：アントニオ猪木酒場新宿店
小猪木、月刊『レース鳩』２月号掲載！ 4月27日（水）19:00～19:45
ご予約の上、ご来店下さい。ご予約：０３−５１５５−７６８０（アントニオ猪木酒場新宿店）
小猪木が月刊『レース鳩』２月号「神谷中氏・シルバー賞受賞祝賀会」にてお祝いしたことが掲載された！
三平＆倉富『週刊少年チャンピオン』！ GREE！

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！ 西口メンバーがＧＲＥＥでブログ書いています！http://www.wgwf.com/blog.htm 各メンバーのブログが読めます！

週刊プロレス！

大地震影響でのお知らせ！

小猪木、二郎、小馬場、見た目が、つねおが掲載！お祝いに高山善廣、鈴木みのる、曙、吉江豊、高木三四郎、チェリーか
らのコメントも掲載！No1568の「ニュースファイル」のコーナーの【西口プロレス】に10周年のメインの小力対小猪木戦と
新井健一郎がハードコア王座奪取した記事が記載された！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！

３月11、12日に起きた東北地方太平洋沖地震及び東日本大地震での影響で、イベ
ントの開催が延期や中止になったことが多くあった事をお詫び申し上げます。こ
の度、災害で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

週刊プロレスNo1566の『旗揚げ10周年記念興行2・19新宿FACE大会直前企画「西口プロレスとプロレス」』の取材に小力、

(９)

(10)

西口プロレス4月大会～おととい覚えたウラカンラナ～
2011.4.26(火)東京・新宿ＦＡＣＥ
第一試合 シングルマッチ
け ん ちゃん
見た目が邦彦
第二試合 ３ＷＡＹマッチ
三平×２

ＶＳ

超能力少年ダイジ
ダーティー 仮 面

ＶＳ
Ｋ Ｉ Ｄ

ＶＳ

賀川照子

第三試合 シングルマッチ
寺 本

英 和

ＶＳ

織 田

浩 義

第四試合 タッグマッチ

クロちゃん（安田大サーカス=松竹芸能）
長
州
小
力
第五試合 ６人タッグマッチ
ラブセクシー・ヤング
ラブセクシー・乙羽屋
ラブセクシー・ローズ

ＶＳ

ＶＳ

カールぼっち
よしえつねお

ジ ミ ー ・ ス ニ ー カ ー
ブルーザー ・ デブロディ
アブドーラ・ザ・ブッチャン

第六試合 スペシャルシングルマッチ
ハチミツ真也

ＶＳ

小蝶野 正洋

ＶＳ

ばってん多摩川
焙煎ＴＡＧＡＩ

第七試合 タッグマッチ
世界のうめざわ
アントニオ小猪木

【歴代ハードコア王座表】

【歴代小ＩＷチービーヘビー級王者表】
歴 代 年月日
会
場
初 代 01・11・13 ミニホール新宿Fu第２代 02・２・22 新宿プーク人形劇場
第３代 02・５・21 渋谷club ATOM
第４代 03・８・26 渋谷club ATOM
第５代 03・９・30 渋谷club ATOM
第６代 03・10・28 渋谷club ATOM
第７代 04・８・24 渋谷club ATOM
第８代 04・11・30 渋谷club ATOM
第９代 04・12・23 新木場1st RING
第10代 05・４・24 渋谷club ATOM
第11代 05・５・31 渋谷club ATOM
第12代 05・６・28 渋谷club ATOM
第13代 05・７・26 渋谷club ATOM
第14代 07・２・25 Zepp大阪
第15代 07・５・30 新宿FACE
第16代 07・５・30 新宿FACE
第17代 09・２・21 新木場1st RING
第18代 11・２・18 西口プロレス事務局
第19代 11・２・19 新宿FACE
※（11・３・22現在）。

王
者
防衛数 備
考
アントニオ小猪木 １ 王座決定戦で小力に勝利！立会人にユリオカ超特Ｑ！
ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･ﾛｰｽﾞ
２ 西口ヘビー級王座とＷタイトル戦に初統一！４月返上！
アントニオ小猪木 10 小力との王座決定戦に勝利で奪回！Ｖ10は新記録！
ﾀｲｶﾞｰ･ﾁｮｯﾄ･ｼﾝ
０ 小猪木が統一した西口ヘビー級王座の二冠奪取！
ザ・グレート音羽屋０ 36歳４ヵ月西口マット最年長二冠王座奪取！
長州小力
４ 小力念願の初二冠奪取！04年５月西口王座と解体！
超能力少年ダイジ １ 22歳と６ヵ月西口マット最年少奪取！
ダーティ健介
０ 試合後、不可解な即王座返上！
長州小力
０ Ｇ・アレン復帰戦での王座決定戦で勝利！
三平×２
０ 小ＩＷチービー認定悪徳レフェリーになると王座返上！
うつ八郎
０ 倉富との王座決定戦で勝利！うつは初白星が初奪取となる！
倉富益二郎
０ 悪徳レフェリー三平の力を借りてＶ！
超能力少年ダイジ ２ １年７ヵ月保持したが、防衛数はたった２！
うつ八郎
０ 関西の地で初の王座移動劇！
長州中力
０ 悪徳レフェリー三平の権限て一旦不戦勝奪取も王座空位に！
長州小力
８ 悪徳レフェリーを排除し、長期政権を築いた！
ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･ﾛｰｽﾞ
０ 西口王座と統一!二冠40歳10ヵ月最年長奪取記録更新!IW返上!
長州小力
０ 10周年前日に２年振りに王座復活！小力が暫定王者となる！
アントニオ小猪木 ？ 10周年で小猪木が小力を破り、７年半振りに王座奪回！

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）

王
者
防衛数
ハチミツ二郎
２
ユンボ安藤
２
三平×２
０
佐々木孫悟空
１
アントニオ小猪木２
三平×２
２
佐々木孫悟空
２
三平×２
５
マサ小林
０
ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･乙羽屋 ０
三平×２
０
ザ・オバサン
０
マサ小林
０
ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･乙羽屋 ０
ユンボ安藤
０
ザ・オバサン
０
三平×２
０
三城晃子
１
三平×２
１
ダーティー仮面 ６
三平×２
５
じっちゃん
１
新井健一郎
？

備
考
ＮＹで自ら設立！1年7ヵ月保持！
西口王座と統一！連続防衛タイ記録！
西口ヘビー級王座と解体！
大久保佳代子の力を借りて奪取！
小猪木、西口三大シングル王座獲得！
ハードコア王座2度目の強奪！
1時間21分46秒の死闘を制した！
ハードコア王座3度目の強奪！
24時間挑戦開始早々奪取！
エニウェアーフォールマッチで奪取！
３ＷＡＹマッチで４度目の獲得！
凶器布団でオバサン初王座奪取！
10秒でシングル王座奪取は新記録！
毒粉で乙羽屋がマサから勝利！
ユンボが2年4ヵ月振りに返り咲き！
5WAYマッチを制したオバサン奪取！
三平5度目の載冠は西口新記録！
西口で女子のシングル王者は初！
ハードコア王座6度目の奪取！
旗揚げ選手が7年7ヵ月目で初ﾍﾞﾙﾄ獲得!
ハードコア王座7度目の奪取！
じっちゃん3WAYで棚ぼた初載冠！
西口10周年でドラゴンゲートに流出！

各種保険適用で安心価格！気軽にリフレッシュ！
チャーシュー専門店
チャーシュー力 《挑戦者》

かぶきうぃずふぁみり～
http://www.showtime.jp

歴 代 年月日
会
場
初 代 03・２・20 渋谷club ATOM
第２代 04・10・26 渋谷club ATOM
第３代 05・６・28 渋谷club ATOM
第４代 05・12・23 新宿FACE
第５代 06・４・26 後楽園ホール
第６代 06・７・31 新宿FACE
第７代 06・10・31 新宿FACE
第８代 06・12・25 渋谷ＡＸ
第９代 07・10・30 新宿FACE
第10代 07・10・30 新宿FACE
第11代 07・10・30 新宿FACE
第12代 07・10・30 新宿FACE
第13代 07・10・30 新宿FACE
第14代 07・10・30 新宿FACE
第15代 07・10・30 新宿FACE
第16代 07・10・30 新宿FACE
第17代 07・10・30 新宿FACE
第18代 07・10・30 新宿FACE
第19代 08・５・27 新宿FACE
第20代 08・９・30 新宿FACE
第21代 09・５・26 新宿FACE
第22代 10・４・27 新宿FACE
第23代 11・２・19 新宿FACE
※（11・３・22現在）。

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！

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下さい。負傷されたりお荷物の破損等があった場合、応急処置は致しますが、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、お客様ご自身でお気を付けて頂きますようお願い致します。

