４・２６新宿大会
＞タッグマッチ
○世 界
ばってん●
小猪木ＶＳ焙
煎
世界（左）は今大会から金
髪にした！右はアントニオ猪
木酒場から贈られた激励の品
をアピールする小猪木！
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２月に 10 周年記念興行を盛大に終わらせ、勢いに乗る西口プロ
レスだったが、３・11 に思いも寄らぬ日本最大級の東北地方太平洋
沖大地震が、翌日には東日本大震災が起きた。そこから交通機関の
乱れや計画停電など、都内も大影響を及ぼし、３・23 西口プロレス
も中止を発表。他のイベントも尽く中止。そんな中、ようやく４・
26 新宿大会が開催された！興行終了後もチャリティ募金をし、東北
地方に元気をと、東日本復旧に全面協力をした（４・26 新宿大会カ
メラ：吉瀬晶子、アジャ幸司、小林くみこ）！

▲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 !
ガッチリ握手する小猪木（左）と世界。1 年ぶりのタッグでも二人の絆は固い！

▼

ばってん初メインに気合十分！

小猪木も寝技で返した！

▼

▼

▼

焙煎が寝技で誘えば ・･

小猪木（中）タッチ届かず！

６月２８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６月１日（水）発売！ 0570-02-9999【Ｐコード：８１８－８２９】 お問い合わせ：西口プロレス事務局 03-6416-0218
６・５小猪木 GLADIATOR 新宿大会参戦！、６・９西口ドア新宿 LPO 大会 ,６・２４見た目が邦彦水上プロレス参戦！（詳細 7 面）

二人のパワーに小猪木ビックリ！

猪梅、久々の合体殺法！

世界（左）はロングタイツで試合！

▼

小猪木を制し相手を挑発する世界（中右）！

２月に西口プロレス 周年記念興行を終
わらせた次の大会はまさかの興行中止。そ
れは日本を震撼させた東北地方太平洋沖大
地震及び東日本大震災であった。その後の
多数の余震（余震と呼べない大地震もあっ
た）や新潟、長野、静岡、岐阜なども大地
震が起きたりとまだまだ不安が立ち込める
中の４月大会。ここでのメインはアントニ
オ小猪木＆世界のうめざわの１年半振りの
タッグ復活で何とか盛り返そうとカードを
決めた。するとこのところ、西口のメイン
の出場率が高い焙煎ＴＡＧＡＩが挑戦に名
乗り。焙煎は最近はプロレスラーとしても
活躍。そして同じくプロレスラーとして活
躍中で、西口ドアのＷＧＤヘビー級王者と
しても輝かしい成績を持つばってん多摩川
をパートナーに指名し挑戦表明した。小猪
木も３月に五代目タイガーマスクや４月に
柔道着を着た藪下めぐみとの異種格闘技
戦、沖縄プロレスとの激突など、実績的に
は焙煎、ばってんにはまだまだ負けていな
い。ただ、世界がここ近年、元気がなく連
敗街道を突き進んでおり、引退も噂で囁か
れている。焙煎とばってんはパワーなら今
の小猪木、世界よりは４倍も５倍も上回る
だろう。恐らく焙煎組は世界を照準に向け
るかと思いきや、焙煎は「小猪木から勝ち
たい！」と発言。ゴングが鳴った。やはり
焙煎＆ばってんのパワーは半端ない。遠慮
なく攻め立ててくる。小猪木＆世界組も元
西口タッグ王者組で西口マット連続防衛記
録 は今だに破られていない記録だ。パ
ワーで来るなら連係とインサイドワークで
勝負する。終盤から焙煎パワーが爆発。小
猪木を原爆固めやラリアットで予告通り追
い詰めたが、あと少しで逃げられた。世界
も奮起するが、若いばってんに押され気味。
だが、ばってんの攻撃を交わしての稲妻
レッグラリアットが久々に火を噴き逆転勝
利。キャリアでばってんから勝利した。た
だ焙煎もばってんも体重が百キロ弱。パ
ワーも増してきた。西口マットの枠を越え
そうな勢いだが、世界がその二人をいなし、
完全復活を果たした。小猪木＆世界組が相
手の力を逆利用しての勝利という懐深い技
術を見せてくれたところも流石のキャリア
を感じたが、これからは西口の技術の奥深
さを見ることが出来たらもっと面白くなっ
ていくだろう。勿論、若手もガンガンいっ
て欲しい。

→

6 月号
▼

世界の稲妻弾でプロレスラーコンビを一蹴！

▼

▼

西口スポーツ

猪梅黄金タッグ復活！
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西口プロレス６月大会～チョップチョップ ちゃぷちゃぷ らんらんらん～
▼

▼

３月６日に故橋本真也の息子の橋本大地がゼロ
ワンのリングでデビュー。相手には橋本真也の盟
友であった蝶野正洋が務め、感動の記事が新聞、
雑誌に掲載された。それを見たハチミツ真也は西
口ドアの小蝶野正洋との初の一騎打ちに名乗り。
同じ３月の西口興行でやるはずだったが、震災の
影響で中止となり、この４月大会に流れた。プロ
レスファンにとってはこのハチミツ真也対小蝶野
正洋は誰もが橋本真也対蝶野正洋と思った筈だ。
だが橋本と蝶野が互角でも、ハチミツと小蝶野で
は西口のキャリアが違う。ただ小蝶野も西口ドア
の中心人物。意地を見せたいところだ。ハチミツ
真也は心理戦でも上を見せる。画鋲を忍ばせたり、
小蝶野のプロレスムーブに付き合いを見せなかっ
たりとグレート・ムタのように撹乱する。パワー
でも圧倒した。袈裟斬りチョップ 連発。最後は
ＤＤＴを決めてフォール。完璧なカウント３が入っ
たかに見えたが、レフェリーのポーク林はカウン
ト２と発言。トドメに三角絞めでギブアップを奪
い圧勝した。過去にドア戦士のギブ大谷やホイス・
クレンザーに対しても潰した事がある真也。ばっ
てんもハチミツ二郎にやられ見下された。それに
比べたら小蝶野は健闘したが、ハチミツ真也、ま
たはハチミツ二郎対西口ドア勢は今後もあるだろ
う。まだまだ若いドア軍団。長い期間を掛けてで
も打倒ハチミツを目標にして頑張って欲しい。

ガチンコファイト･･･!?
しかも本名での対決！！
会場は異様な期待感に
包まれた!

４・２６新宿大会
＞シングルマッチ
○寺 本ＶＳ織 田●
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ストリートファイトか？序盤は私服の闘い！

▼

▼

二人の必死の闘いで
会場は笑いからいつし
か興奮に変わった！

寺本（左）の不器用な危険なパワー
ボム！織田の首は大丈夫か！？

▼

▼

真也（左）は小蝶野は認めたのか！？

▼

最後は真也（右）の必殺、三角絞め！

４・２６新宿大会
＞シングルマッチ
○真 也ＶＳ小蝶野●
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▼

クロのパワースラムが爆発！

45

後輩の攻撃に余裕を見せる真也！

▼

▼

▲リングアナのコールに物言いをするクロちゃん ( 右 ) ！

西口で三銃士対決実現！真也対小蝶野！
果敢に攻める小蝶野（上）の裸絞め！

ストリートファイト？総合格闘技？プロレス？丸裸の対決！寺本対織田第１Ｒ！

ある二人から 周年を機に因縁が勃発した。
じっちゃんと所々ジョージだ。じっちゃんが「す
れ違ってぶつかった時、奴は謝らなかった」と
因縁をぶちまげた。二人は全てをかなぐり捨て
た男と男の戦いをやりたいと気合い充分。リン
グネームも捨てた本名の寺本英和と織田浩義
（おりたひろよし）で闘うこととなった。それ
だけの決意だ。だが実はルールに揉めた。総合
格闘技ルール、ストリートファイトデスマッチ、
ＵＷＦルール 散
…々揉めた挙げ句、プロレス
ルールに落ち着く。だが両者はストリートファ
イトに勘違いしたか、
Ｔシャツ、Ｇパンと上着の
スタイルで登場。ゴングが鳴ると総合格闘技の
ようなファイトを展開。これにはレフェリーの
チキン林も試合を一旦止める。服を脱いで裸の
プロレスをやれと指示。再開しても同じく総合
格闘技のファイトをしていたが、二人を落ち着
かせてプロレスに戻させる。ただ、二人の運動
神経の無さや弱さを本人たちよりも観客の方が
知っている。二人は己を最強と自負しているそ
のギャップが面白く、観客は沸く。どの技もグ
ダグダ。でもその一生懸命さが本当に沸かせた。
二人だけの世界の闘いに名勝負が生まれた。最
後は寺本の倒立バスターで織田を仕留めたが、
この試合もまた見たいカードとなった。色んな
ルールでの対決もありだろう。西口 年目に生
まれた新名勝負数え唄となって欲しい。
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！

▲小力（中）のセントーン！なぜか、パートナーの
クロちゃんを攻撃することに！

西口プロレスもレギュラー陣による本興行とゲストを呼
ぶ西口ＤＸプロレスと分けてきたが、昨年 月の本興行で
プロレスラーの新井健一郎（ドラゴンゲート）呼んだりし
て本興行とＤＸの区別化がなくなってきた。そして今大会
には安田大サーカスのクロちゃん（松竹芸能）が本興行に
単身登場。今年は何故かＤＸをやらない代わりに少ない形
でゲストを呼ぶスタイルになりそうだ。カードは長州
小力とクロちゃんが夢のタッグを組み、西口ドアのよしえ
つねお＆カールぼっち組に決定。３月のドア新宿大会で名
勝負を残した二人がタッグを組んで小力に挑む。ドア勢も
今大会はばってんが小猪木に挑んだり（関連１面）
、小蝶
野は真也に挑んだりと新たな若手の兆しが目立つ大会と
なった。試合の方は先手必勝とばかりにぼっちは小力を攻
め立てる。小力も反撃していよいよクロにタッチすると
待ってましたとばかりにリングイン。クロは一昨年５月の
第一回西口ＤＸのリングに安田大サーカスの３人で出場以
来だが、今回の出鼻をいきなりつねおに攻められてしまい、
小力が一喝する。蘇生したクロはカポエラ殺法で威嚇する
も再びやられてしまう。小力は再び喝を入れると１対３の
図式になってしまった。こうなると不可解模様。クロを
やっつけると小力は矛先を再びドア勢に変えてつねおに
バックドロップ、ぼっちにはラリアットを決めてフォール。
小力のオンステージとなってしまった。納得いかないのは
クロ。ゲストを立てずの試合に不穏な空気が残る。マイク
を持った小力は日常のクロの小さな失敗談を次々と告白。
クロの立場もなくなっていく。ゲストを呼んだ小力だが、
華も持たせずに陥れ 最
…後は一人でパラパラ。恐るべし小
力。これが小力のやり方か。クロちゃんには再び西口に出
て挽回して欲しい。
▼

つねおの攻撃に悶絶するクロ（右）！

▲カポエラ殺法？で撹乱するクロちゃん（右）！

試合後、これでもかという程、クロちゃん
の小悪行を暴露する小力（左）。ゲストに
対して余りにも・・という声も上がった！
ぜひ、クロちゃんにはリベンジしてほしい！
次は小力と一騎打ちだ！

４・２６新宿大会
＞タッグマッチ
クロ(安田大サーカス=松竹)
ぼっち●
○小
力 ＶＳ つねお

▼

ぼっち （中）先輩の小力にも猛攻撃！

またも本興行にゲスト！クロちゃん登場！
試合後、小力はクロを陥れ!?
(2)

▼

▼

よく有りがちな試合が第一試合から組まれ
た。だが、マニアには堪らないカードだろう。
見た目が邦彦＆けんちゃん組対ダーティー仮面
＆超能力少年ダイジ組のタッグマッチだ。先発
は見た目が対Ｄ仮面。お互いに早い動きからの
展開。メキシコプロレスのルチャリブレの動き
で下町無差別級王者の見た目がが優勢を取る。
中盤にけん対ダイジ。けんの台風の様な暴れっ
ぷりからの噛みつき、更に見た目がとの合体技
で更に追い撃ちを掛ける。ここでダイジが超能
力を爆発させて窮地を脱出。ここでＤ仮面に
タッチ。終盤はけんとＤ仮面の対決。勝負に出
たのはＤ仮面だった。Ｄ仮面の畳み掛けから
トップロープからのムーンサルトプレスを披
露。だが、けんは間一髪に交わすと、すかさず
トップロープ最上段に登り、渾身の風まかせ。
これが見事に炸裂し逆転勝利。試合の流れに
よっては誰が勝利してもおかしくない試合だっ
たが、運というものも勝負の綾。それが出た試
合だったのではなかろうか。四者四様のベテラ
ンタッグマッチだった。

昨年末の西口タッグリーグ戦と西口 周年
ではプロレスラーの新井健一郎（ドラゴン
ゲート＝現ハードコア王者）との共闘で人騒
がせした三平 ２
×。今回はＫＩＤと賀川照
子との３ＷＡＹマッチに挑んだ。
ＫＩＤも賀
川もスピードを得意とする中、三平も大きな
体ながらにも飛んだり跳ねたりも器用に熟
す。スピーディーな試合が展開されるかと思
いきや、序盤は心理戦が続いた。これも３Ｗ
ＡＹマッチならではだ。３ＷＡＹマッチとは
バトルロイヤルと違って、勝ち残り戦ではな
く、勝敗が着いた時点で終了。最初に勝った
者が勝者となる。試合の中で共闘、裏切りの
連続でその駆け引きが面白い。試合は終盤、
ＫＩＤが吸い込み式フランケンシュタイナー
を出せば、三平は安全式脳天杭打ち。必殺技
のオンパレードとなった。
ＫＩＤと三平の打
撃戦に何故か、賀川がとばっちりをくらいダ
メージを負っている。そんな賀川に三平が吊
り天井。すると掛けてる三平にＫＩＤが覆い
被さりフォール、カウント３が入った。三平
は気付かず、賀川からギブアップ勝ちを拾っ
たと思い勝ち名乗りを挙げたが、賀川はギブ
アップしておらず、
ＫＩＤのフォール勝ち。
最近の新井健一郎との共闘でビッグマッチの
疲れからか、三平はちょっと一休みとなる一
敗であった。

小猪木対ハム・ソヒの異種格闘技戦二連戦の二
戦目。ハム・ソヒは総合格闘技のＣＭＡ ＫＰＷ
女子ライト級王者。小猪木も小ＩＷチービーヘ
ビー級王者の王者対決。初戦はセコンドの我龍真
吾がこの日の試合のダメージを考えてのタオルを
投入した為、今回も万全に挑めた。ハムも小猪木
を追い込めなかった反省からか今回、シビアに打
撃戦で撃ち込んできた。小猪木は寝技に誘うも
ガードポジションで何とかソヒも防御技術を見せ
付ける。最終ラウンドの３Ｒ目、粘る小猪木にパ
ンチのラッシュ。最後は得意の左ストレートで小
猪木は三度目のダウンを喫してしまいＫＯ負け。
ハムが連勝を飾った。熊本も福岡もかなり沸き上
がり、敗れはしたが、大人気の小猪木であった（カ
メラ：伊藤秋子）
。
場所を福岡に移しての再戦！

▼

▼

お互いの国の言葉も徐々に覚え、
信頼が深まる二人！

大歓声！ハム・ソヒ再戦！小猪木ＴＫＯ！ 小猪木、ハム・ソヒに連敗も大盛況！
▼

セコンドに
我龍真吾！▼

昨年のＧＬＡＤＩＡＴＯＲ有明大会で小猪木
対韓国女子キックボクサーのハム・ソヒ（韓国）
の一戦は名勝負を残し、その後、再戦の話が幾
度かあったが、ソヒが左手の損傷で延期された。
その再戦が今回の熊本、福岡大会二連戦に決ま
り、その第一戦目、小猪木はかなりの緊張感を
抱き、当大会のセミファイナルに挑んだ。小猪
木のセコンドにはキック八冠王の我龍真吾が就
いた。今回も小猪木はパンチをかい潜ってのコ
ブラツイストや足４の字固めでソヒを追い詰め、
更に第３Ｒは小猪木のカウンターの掌打風の張
り手が決まるなど、ヒートしたが、打撃戦にな
るとソヒが上。左ストレートを貰ったところで
セコンドの我龍真吾がタオルを投入。小猪木の
ＴＫＯ負けとなった（カメラ：伊藤秋子）
。

５・２２福岡大会《GLADIATOR》
＞異種格闘技戦
○ソ ヒＶＳ小猪木●
（韓国）

緊迫の猪木アリ状態！レフェリー
は木村参味夫（右）！

▼

▼

睨み合う両者！

５・２１南熊本大会《GLADIATOR》
＞異種格闘技戦
○ソ ヒＶＳ小猪木●
（韓国）
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▲三平（下）の吊り天
井に対してすかさず
フォールに行ったＫＩ
Ｄ（中）。ＫＩＤの頭脳プ
レーが勝利を招いた！

４・２６新宿大会
＞３ＷＡＹマッチ
○ＫＩＤＶＳ三 平●
※もうひとりは賀川！

４・２６タッグマッチ
＞タッグマッチ
見た目が
超能力
○け
んＶＳＤ仮面●

ラブセクシー
vs
外国人キャラ軍！

ユダン（上）、試合後乱入！

▼序盤、激しい舌戦から始まった！

▲ヘッドギア装着の狂気溢れるけん！ ▲見た目が ( 左 )D 仮面を投げる !

ラブセクシー・ローズ＆ラブセクシー・乙
羽屋＆ラブセクシー・ヤングの３人が久々
に揃った。先に入場していたアブドーラ・ザ・
ブッチャン＆ブルーザー・デブロディ＆ジ
ミー・スニーカー組はラブセクシーが入場
の際に奇襲攻撃。捕まったのは乙羽屋。３
人掛かりでなす術なし。面白いようにやら
れてしまう。ローズとヤングが救出に駆け
付けた時には時遅しで乙羽屋はいいとこな
く担架で運ばれてしまった。図式は２対３
となる。前西口タッグ王者組だったローズ
とヤングは挽回し、互角に渡り抜く。だが
時間が経てば経つほど、２対３のハンディ
キャップの差が出てきてしまう。この５月
で丸４年保持している西口ヘビー級王者
ローズも渾身の力で闘っていたが、ここで
更にユダン・ハンセンが私服で乱入。こう
なると２対４となってしまった。本来、第
三者の乱入は無効試合、または加勢した場
合は加勢した側の反則負けになるが、この
時レフェリーのポーク林がローズの一斗缶
を喰らって失神中。その間ユダンのラリアッ
トを喰らってしまったローズ。最後はブッ
チャンの毒針エルボーで万事休すとなって
しまった。ポークに誤爆してなかったら反
則勝ちを拾っていたにも関わらず、一敗地
に塗れてしまった。ユダンはマイクで叫ん
だ。「我々とベルトを賭けて勝負しろ！」
。
屈辱の挑発だ。仲間の乙羽屋失神、ハンディ
キャップの闘い、勝ちを逃した敗退 ど
…れ
も屈辱だ。ローズも最近、王座戦を何故か
やらなかったが、今年は試練の防衛ロード
となりそうだ。これを乗り越えてこそ王者
だ。絶対王者、永遠王者を誓うローズと外
国人キャラ軍団との因縁が勃発した。

“Mr.3WAY”三平、一休み敗退！

勝利を喜ぶ見た
目が、けん（左）組！
第 1 試合を盛り上
げた！

勃発か!?
▼乙羽屋 ( 中 ) 叩きのめ
された揚句、失神で退場！

４・２６新宿大会
＞６人タッグマッチ
ジ ミ ー
ヤ ン グ
デブロディＶＳＬ乙羽屋
○ブッチャン
ロ ー ズ●
▲不可解な決着 !? ブッチャンのエルボーに万事休す！▲タイトルマッチを要求され荒れるローズ（右中）！

▲

乙羽屋失神退場！ユダン乱入！ ベテラン４人による第一試合！運が勝ちを決めた！

(3)

▲ジミー ( 上 ) の華麗な跳躍！

▲３者入り乱れた激しい試合となった！

小馬場を下し、チービー王座Ｖ８直後、グ
レート・ブンタ（喧王）が乱入。レフェリー
のタイガーはったり（喧王）を吹き飛ばし、
小猪木を襲撃。小馬場とは結託。ここで何故
かゴングが鳴る。小猪木もこの日は二試合目。
小馬場との死闘直後ですぐは動けない。ブン
タも不可解な動きを見せるも攻撃して来な
い。試合は成立するのか、リング上も観客も
不思議なる空気に戸惑う中、時間だけが経過
する。最後はブンタがサソリ４の字固めを決
め、小猪木無念のギブアップ。納得いかない
小猪木。試合に負けたからではない。不可解
な試合をしてしまったことに不満を抱えた。
８・７再び熊本に乗り込むと予告したが、小
猪木の怒りが爆発しそうな試合になりそう
だ。この異次元対決は謎が深まるばかりだっ
た（カメラ：吉瀬晶子）。
喧嘩格闘技イベント喧王ｉｓ
ｍ熊本大会で小ＩＷチービーヘ
ビー級選手権試合が行われた。
ジャイアント小馬場は喧王米子大
会から２度目の挑戦となり、今回
も米子同様オクタゴンの金網と
なった。小馬場の提案で喧王レ
フェリーの島田光浩の不可解な
ジャッジに不満を抱き、今回はタ
イガーはったり（喧王）が務めた。
今回、小馬場は王座獲りに燃え、
珍しくラフファイトで挑んだが、
小猪木が逆転の延髄斬りが電光石
火に決まり、王座を８度目の防衛
に成功。ここまではよかったが、
この後、グレート・ブンタ（喧王）
が乱入。目茶苦茶にした（カメラ：
吉瀬晶子）。

▼

▼

小猪木（左）、
小蝶野（右）、イン
サイドワークでも
好連係を見せた！

焙煎新技！骨法首落としで勝利！ 小猪木、山形で小蝶野と師弟対決！チービーＶ５！ 小卍固めとＳＴＦ、夢の競演！ 小猪木＆小蝶野、好連係で連勝！

ディアナと共に山形・南
陽市民体育館に上陸。南陽
こそ井上京子の出身地であ
り、超満員に観客が入った。
そんな中、山形シリーズ最
終戦は小猪木＆小蝶野組対
見た目が＆ヤング組の第２
Ｒがゴング。気合いの入る
４人は連戦の疲れた肉体を
フル回転。だが、終盤、小
猪木が誤爆を誘うと小蝶野
のケンカキックから小猪木
延髄斬り、小蝶野ケンカ
キックからの小猪木原爆固
めで見た目がから快勝。
「低
空になってダメだった」と
言うもののまだまだ綺麗な
ブリッジを見せていた小猪
木であった（カメラ：吉瀬
晶子）。
井上京子と伊藤薫の両巨
頭が立ち上げた新たな団
体、ワールド女子プロレス・
ディアナの東日本大震災復
興チャリティー山形＆南陽
大会に西口プロレスも出場
した。アントニオ小猪木の
パートナーは東北出身の小
蝶野正洋。見た目が邦彦＆
ラブセクシー・ヤング組と
いう異色タッグの二人は以
外にも好連係。苦戦しなが
らも小猪木が終盤、反撃開
始。最後は小猪木が見た目
がに小卍固め、小蝶野がヤ
ングにＳＴＦの夢の競演で
勝利を飾った（カメラ：吉
瀬晶子）
。

▲レフェリー 山形ファミリーボウルのボウ
奥山知明 リング場で小猪木対小蝶野正洋
（フリー） の小ＩＷチービーヘビー級選手
権が行われた。二人は師弟対決
となる。小蝶野も隣の宮城県出
身ということで、東北での試合
に多いに張り切ったが、ボウリ
ング場の硬い上での試合と小猪
木のキャリアに翻弄され、最後
は小卍固めに無念の敗退。小猪
木が５度目の防衛に成功した。
小蝶野も昨年小力とタッグリー
グ優勝、３日前のハチミツ真也
戦（関連２面）、そしてこの小猪
木への王座挑戦は力を付けてる
筈。負けが無駄にならないだろ
う。まずドアでの復活に期待し
たい（写真：Ｈｉｋａｒｕ）。

ヤング（左）見えないロープを掴んだ！

山形の深夜の旅館
で急遽、試合が始まっ
た小ＩＷチービーヘ
ビー級選手権試合。
同じ日に行われるの
に、前哨戦にも関わ
らず、小猪木は王座
を賭けた。見た目が
の足殺しを耐え忍ん
だ小猪木はグランド
で圧力を掛けてから
の腕ひしぎ逆十字固
め。見た目がはたま
らずギブアップし、
小猪木が６度目の王
座防衛に成功。この
後の７度目の防衛戦
も見た目がが挑戦し
た（カメラ：ＭＴ）。

▼

場内の備品を凶器に場外乱闘！迫力あふれた！？

山形のわん！
にゃん！フェス
タで西口プロレ
スチャリティー
イベントが開催
された！その第
一部のメインエ
ベントは小猪木
対見た目がの小
ＩＷチービーヘ
ビー級選手権試
合。こちらも硬
い舞台上での試
合に緊張が走る。
最後は小猪木が
決死の延髄斬り
で仕留め、７度
目の王座防衛に
成功した（カメ
ラ：吉瀬晶子）。

２月の西口ドアで
タッグで初激突、この
大会の前日もタッグで
激突をした。そしてこ
の山形大会で小蝶野と
ヤングがとうとう一騎
打ち。二人の異次元対
決は以外にも噛み合っ
ているが、この山形大
会は両者短期決戦で
闘った。ヤング有利に
進めていたが、カウン
ターでケンカキックで
ヤングの動きを止める
とシャイニングケンカ
弾がヤングの顔面を捕
らえ、小蝶野がヤング
から勝利を奪った。小
蝶野も復活を成し遂げ
た（カメラ：吉瀬晶子）。

小猪木（中）高いステージ上からの攻撃！ やまがたわん！にゃ
ん！チャリティフェスタ
２０１１第二部ではタッ
グマッチのみとなった。
こちらも硬いキャンバス
に流石の４人も体に悲鳴
をあげてるようだ。今回
のマッチメイクは以外に
も小猪木とヤングの初
タッグに見た目が＆小蝶
野のフレッシュタッグの
一戦も盛り上がった。連
戦に小猪木が膝を痛めそ
うな時に見た目がにヤン
グがＤＤＴ。最後は小猪
木が延髄斬り一閃。意外
なる好連係で小猪木＆ヤ
ング組が勝利した（カメ
ラ：吉瀬晶子）。
▼

那須晃太郎から勝利
した焙煎！バトラーツ
では久々の勝利だ！

震災前の３月のバトラー
ツで焙煎対那須晃太郎（ス
タイルＥ）の一騎打ちの筈
だったが、那須が前日の試
合で脳震盪となり欠場。代
わりに焙煎対石川雄規の好
カードとなり、会場を沸か
せた。今回はスライドされ
たカードがそのまま発表さ
れ、一騎打ちを迎える。両
者万全で挑んだ試合は那須
が打撃で勝負するなら、焙
煎は寝技で勝負しようとい
う展開となる。焙煎は撃っ
てこいと挑発。若い那須は
挑発に乗ると焙煎の寝技に
捕まり、最後は変形のドラ
ゴンスリーパーとなる骨法
首落としで那須から勝利し、
焙煎に凱歌が上がった。バ
トラーツで久々の勝利だっ
。
た（カメラ：チーム焙煎）

喧王にレギュラー出場している小猪木が喧王ｉ
ｓｍプロモーターの喧王ｉｓｍ会長・ＢＵＮ（喧王）
との一騎打ちが発表されていたが、喧王ｉｓｍ側
の地震の影響で選手手配が準備不足となった。全
国各地から集めているだけに今回は東京での開催
も東北系の選手などの都合により、やむを得ず興
行の中止を発表した。震災から２ヶ月経った今も、
影響を及ぼす程の地震だったと伺える。ちなみに
小猪木対ＢＵＮに決まる前、実は先に小馬場対Ｂ
ＵＮを予定していたが、この日の小馬場は他の仕
事を先に入れており、代打に小猪木となっていた。
こちらもグレート・ブンタ同様、小猪木と因縁が
できるか（カメラ：吉瀬晶子 。)

5･14新宿大会《喧王》
＞シングルマッチ
△小猪木ＶＳＢＵＮ△
(喧王)

ヤングがばってんに勝利が決まった瞬間、
またもミスター修学旅行ことユンボ安藤が乱
入し、ばってん多摩川と一騎打ちのゴングが
鳴った。夜中の旅館での試合はユンボのコス
チュームが脱げ掛かるアクシデントにも見舞
われたが、強引な体固めでカウント３。ユン
ボは完勝と納得の様子。ばってんは苦虫を噛
んでいたのが対象の二人だった。レフェリー
はニード手島（フリー）が務めた。（カメラ：
ＭＴ）。

▼左が喧王 ism
会長・BUN ！

▼

小猪木対見た目がの小
ＩＷチービーヘビー級選
手権が行われるとユンボ
安藤が緊急出場。見た目
がと急遽一騎打ち。下町
無差別級王者の見た目が
にユンボは格闘王・前田
日明張りの逆片エビ固め
が真夜中の旅館で決ま
り、ギブアップ勝ちを
奪った。同カードは下町
無差別級王座には認定し
てないシングルマッチで
王座は賭けられていなっ
たが名勝負であった。レ
フェリーは小蝶野正洋。
まるで修学旅行の夜の雰
囲気に酔いしれた（カメ
ラ：ＭＴ）。

ヤングがばってんと山形の赤湯温泉の旅館
でシングル戦を行った。ヤングはＷＧＤヘビー
級王者となるばってんに奇襲の片エビ固め。ヤ
ングの奇襲片エビ固めにばってんもたまらずギ
ブアップ負け。王座は貰ったと豪語するヤング
だったが、同試合もノンタイトル戦。レフェリー
はプロレスの試合も裁いているニード手島（フ
リー）が務めてくれた（カメラ：ＭＴ）。

▼ユンボ ( 左 ) はばってん
の目を覚まそうと襲撃！

▼旅館で正に元祖布団プロレス！

初の一騎打ち!?
子供の頃、誰もが
やった布団プロレ
スが復活！ユンボ
（上）が勝利した！

先月３・ 新宿大会が東日本大震
災の影響で延期になったＴＲＩＢＥ
ＬＡＴＥ。今回チャリティー興行と
して行われた。ブッチャンの挑戦を
受ける筈だったが、別仕事で都合が
着かず、世界のうめざわが挑戦に名
乗りを挙げた。「小猪木の弱点を知っ
ている」と息巻く世界。試合は緊張
感溢れる試合を展開。久々の大試合
に世界も水を得た魚の如く小猪木を
攻める。終盤、小猪木も反撃するも
まだ苦戦する小猪木。最後は世界の
斧爆弾を交わした小猪木が逆転の逆
さ押さえ込みで４度目の防衛に成功
した。負けてしまったが、今回は生
き生きファイトの世界。小猪木とこ
の３日後にタッグを組んで勝利した
（関連１面）（カメラ：吉瀬晶子）。

▼

大阪プロレス骨髄バンクチャリィー興
二郎（左中）は王座挑戦に名乗り！』
行が大阪府立体育会館第２競技場で行わ
れた。そこにハチミツ二郎が登場。約２
年前に二郎は大阪プロレスの大阪府立体
育会館に上がっており、今回の６人タッ
グに登場した。二郎のパートナーは救世
忍者乱丸（フリー）と菊タロー（フリー）。
相手は松 山勘十郎＆えべっさん＆くい
しんぼう仮面の大阪プロレスの人気トリ
オだ。二郎の活躍で大阪お笑いプロレス
トリオを翻弄。最後は二郎がくいいしん
ぼう仮面にスワントーンでなんと激勝し
た。試合後、菊タローが大阪勢を挑発。
大阪お笑い王座を巡る闘いに今後二郎も
参戦となるか。現王者勘十郎も二郎に応
戦。今後二郎が大阪お笑い王座を巡る闘
いにも目が離せなくなってきた（カメラ：
羅刹龍）。

５・１赤湯大会
＞シングルマッチ
○ユンボＶＳばってん●

５・１赤湯大会
＞シングルマッチ
○ヤングＶＳばってん●

４・３０赤湯大会
＞シングルマッチ
○ユンボＶＳ見た目が●

４・３０赤湯大会
＞小IWチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ見た目が●
※小猪木が６度目の防衛！
４・３０羽前千歳大会
《わんにゃん=第二部》
＞タッグマッチ
ヤング
小 蝶 野
○小猪木ＶＳ見た目が●

４・３０羽前千歳大会
《わんにゃん=第一部》
＞シングルマッチ
○小蝶野ＶＳヤング●

ブンタ（左）
の乱入の動向は
会場全体を不可
解にさせた！

▼

喧王新宿大会、
興行中止に…！

甦れ修学旅行気分！ユンボ対見た目が！ ヤング、ばってんを襲撃！ギブアップ勝ち！ ユンボ、旅館プロレスで大暴れ！

▲見た目が ( 左 ) 半ケツで小猪木が脱ぐ前から奇襲した！

４・３０羽前千歳大会《わんにゃん=第一部》
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ見た目が●
※小猪木が７度目の防衛！

小猪木の久々の
逆エビ固め！

▼

５・１南陽大会《ディアナ》
＞タッグマッチ
小蝶野
ヤ ン グ
○小猪木ＶＳ見た目が●
４・２９羽前千歳大会
《ディアナ》
＞タッグマッチ
小蝶野
ヤ ン グ
○小猪木ＶＳ見た目が●
４・２９北山形大会《マルヰ》
＞小IWチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ小蝶野●
※小猪木が５度目の防衛！

５・２２北千住大会
《バトラーツ》
＞バトラーツルール
○焙 煎ＶＳ那 須●
(スタイルＥ)

12

▲金網前の
攻防に女性
客はヤンヤ！

５・８熊本大会《喧王》
＞小IWチービー選手権八角金網マッチ
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳ小馬場●
※小猪木が８度目の防衛！
４・２３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世 界●
※小猪木が４度目の防衛！

５・８熊本大会《喧王》
＞オクタゴン金網デスマッチ
○ブンタＶＳ小猪木●
（喧王ism)
▲レフェリー
タイガーはったり
５・２２難波大会《大阪プロレス》
＞６人タッグマッチ
乱 丸(フリー)
松
山(大阪)
菊 (フリー)ＶＳえべ っ さん(大阪)
○二
郎
くいしんぼう(大阪)●

▼

世界（右）が小猪木の
大事なアゴにエルボース
タンプ！

【西口激闘ダイジェストⅡ】大暴れ、二郎が大阪府立第２に出場、焙煎もバトラーツにて出場し、それぞれがチャリティー興行をやり、日本列島を盛り上げた！
二郎、大阪プロレス宣戦布告！ 猪vs梅、心の名勝負！チービー皮薄V4！ 小猪木、小馬場に苦戦!?チービーV8！ 小猪木、不満たっぷりの不本意敗退！
５月に山形シリーズをゴールデンウイークに開催し、連戦の西口プロレス。ＧＷ明けも小猪木を始めとした選手が各格闘技団体で

(4)

小猪木、見た目がに連勝！チービーＶ７！ ヤング、小蝶野に敗退！東北復興に小蝶野勝利！ 小猪木とヤングがまさかの初タッグ!? 旅館でタイトルマッチ！小猪木Ｖ６！
▼

▼

見た目ががライバルの蟹Ｋ☆ＩＮＧ、バカボンのママ、パンダ☆オレンジらと対戦、ばってんは男色ディーノ、乞食、ランジェリー
武藤らと対戦。ＧＥＮＴＡＲＯとは学プロを巡っての抗争を広げる。シャッターチャンスわかも復帰。キャットファイトで活躍している
ようだ。尚、今後、ラン☆８プロレスは結果表（６面）のみの掲載となったことをご了承下さい。

▼

ユニオンプロレスに出場して
いるばってん多摩川。ユニオンで
は大森隆男率いる新アックスボン
バーズとして活躍している。新
アックスボンバーズの仲間が見守
る中、ゲイレスラーである男色
ディーノ（ＤＤＴ）との一騎討ち。
気持ち悪さでは負けないばってん
であったが、最後はディープキス
からパンツに顔を入れての男色ド
ライバーで撃沈。試合でも気持ち
悪さでも敗れたが、ばってんも
ディーノとの一騎打ちに大満足の
様子。またもキャットファイトや
ゲイ対決などを楽しむばってんで
）。
あった（カメラ :extremeparty
ノーロープボブワイヤーボ
ードハードコアマッチでわかを
ボコボコにしたＡＫｙ！
キャットファイトもここまで
やるかという試合を展開した！

キャットファイトの大会で
シャッターチャンスわかが出場。
ＡＫｙ（ＲＥＩＮＡ女子プロレ
ス）とノーロープボブワイヤー
ボード（有刺鉄線の板）ハード
コア（反則・場外自由）キャッ
トファイトデスマッチが行われ
た。あらゆる公認凶器をリング
内・外に設置。レフェリーが特
に危険とみなしたもの以外全て
の反則が認められるルール。ＦＭ
Ｗ出身の女子プロレスラーのＡ
Ｋｙに髪まで切られ、有刺鉄線
でボコボコにされ、女子レスラー
に壮絶ＫＯ。最後は有刺鉄線の
上に敷かれてのセントーンで
フィニッシュ。わかも最後は泣
きじゃくるも、恐怖との闘いに
一皮剥け、自信をつけたに違い
ない（カメラ：麦わらくん）。

▼

全員で記念撮影！見た目がは後列左３人目！

シャッターチャンスわかが復活！だが、勝利はお預け！
次回に期待したい！

▲コブラツイストをラメイダー ( 右 ) に決めるばってん！

▼

華麗な６号のラ・ケブラーダに驚く選手達！

下町無差別級王者の見た
目が邦彦はタイトル戦は組
まれず、タッグマッチに出
場。マッチョ・マイケルズ
（フリー）と組んで、蟹Ｋ
☆ＩＮＧ
（真・下町プロレ
ス）
＆バカボンのママ（真・
下町プロレス）組と激突。
見た目がはママと初対決と
なるも見た目がクラッチで
完勝。バカボンのパパの大
事なパートナーを敗った。
今回パパも欠場、前王者の
下町ダーも欠場。見た目が
にとって対戦を温存しての
欠場か、またはただの欠場
かが不気味である（カメラ：
スタッフ）。

シャッターチャンスわ
かとしての復帰戦。タコ
乳頭゛（ピンクタイガー
モンスター軍）、ＡＫｙ
（ＲＥＩＮＡ女子プロレ
ス）のおいはぎ３ＷＡＹ
マッチが行われた。
シャッターチャンスわか
はこのリングネームを復
活させた記念試合。試合
はわかをカナダ式背骨折
りをするもＡＫｙがタコ
をおいはぎし、試合終了。
ＡＫｙが勝利した。折角、
リングネームを復帰した
試合を勝利で飾る事が出
来ずに残念だ（カメラ：
麦わらくん）。

吟味での第一試合。ばっ
てんが第一試合からも登
場。大の仲良しピンクタイ
ガー総帥（ピンクタイガー
モンスター軍）とマグナム
大江戸（ＦＵ☆ＣＫ）と組
んで、ＡＫｙ（ＲＥＩＮＡ女
子プロレス）＆ラメイダー
（ＣＰＥ）＆鳳華（ＣＰＥ）
組のキャットファイター達
と激突。雨の大会、ラメイ
ダーがピンクタイガー総帥
にボディアタックを敢行し
たところ総帥がキャッチ、
だが、そこをＡＫｙがド
ロップキックを放つと浴び
せ倒しの形になり、フォー
ル。キャット軍が勝利した
（麦わらくん）。
山梨・韮崎市釜無川河
川公園特設会場で行われ
た吟味チャリティー野外
イベントにばってん多摩
川が参戦。メインを務め
た。パートナーにピンク
タイガー総帥（ピンクタ
イガーモンスター軍）＆
ラ・マルクリアーダ（Ｒ
ＥＩＮＡ女子プロレス）
と組んで、ランジェリー
武藤（珍日本プロレス）＆
ラメイダー（ＣＰＥ）＆夢
子（ＣＰＥ）組と対戦。
大雨の中、野外で盛り上
がる声援を受け、最後は
女子のマルクリアーダが
男？おかま？のランジェ
リー武藤に首固めで勝ち、
ばってん組が勝利した（麦
わらくん）。

▼

キャットファイトで
はこのシャッターチャ
ンスわかにリングネー
ムで復活。昨夏に前方
裸絞めで勝利した鳳華
（ＣＰＥ）との一騎打
ち。わかは過去に勝っ
た相手に余裕を見せて
しまったのか、はたま
た鳳華が練習してきた
のか、試合は１Ｒ目は
鳳華が圧した。２Ｒ目
もわかのペースに持っ
て行けず、鳳華が胴絞
め裸絞めでギブアップ
勝ち。同じ裸絞めで雪
辱し、わかが完敗を喫
してしまった（カメラ：
麦わらくん）

か●

イリミネーションマッチとは敗者と場外
転落者が退場していき、全滅した組が負けと
なる。まずイマイケル・ジャクソン（今池プ
ロレス）が同門のマグナム今池（今池）にカ
ウンターキックを決められてフォール負け。
第一脱落者となる。すかさずデスロッカー（今
池）が首固めで今池を下すとグランパスマス
ク（今池）がデスロッカーを場外転落させ退
場。グランパスマスクとドラゴンズマスク（今
池）がコーナーに登るとばってんと見た目が
に突き落とされ二人退場。続いてかつて新日
本プロレスに出場していた青柳政司（誠心会
館）が登場するも柴山貴哉（ＤＥＰ）の頭脳
作戦で場外死させられ１対３。残る９歳のミ
スター６号（スポルティーバ）。子供の立場
を活かし柴山、見た目がを場外死させると
ばってんにミステリオラナを決めて６号が逆
転勝利（カメラ：タコヤキマシーン）。

▼

約８ヶ月振りにわかに雪辱を果たした鳳華！同じ
裸絞めで勝利！

▲悶えるＬ武藤 ( 中 ) を見て唖然とするばってん（左）！

４・２３韮崎大会《吟味》
＞キャットファイトルール
○鳳 華（ＣＰＥ）ＶＳわ

当初のカードは見た目が＆ばっ
てん組対忍＆澤宗紀組だったが、
ばってんが相手の精神的ダメージ
を与えようとコスチュームを奪う
と入場してきたのは、ランジェリー
武藤（珍日本プロレス）とマスクド・
バディ（６６６）の変態コンビが
登場。奇襲から始まり、会場中で
暴れ回る。一方的にやられるばっ
てんと見た目が。何とか反撃して、
見た目ががランジェリーにお株を
奪うシャイニングウィザードを披
露。満を持してフォールにいった
が、そのまま横十字固めに切り返
されてしまって敗退。得意技を奪
われた怒りやコスチュームを奪っ
た怒りを試合で返されてしまった
）。
（カメラ： naveracka
▼

に６
珍しくロープ渡りに張り切るも乞食（右）に敗退！ ばってんは３・
６６興行に出場予定で乞
食（６６６）との一騎打
ちが決まっていたが、地
震による影響で興行が中
止。同大会も４月にスラ
イドされ、同じカードを
組まれた。ばってんの攻
撃を凌いだ乞食。反撃に
乞食得意のダンボールの
殴打でまさかのばってん
フォール負け。西口ドア
のエースが乞食に敗れて
しまった。ばってんは乞
食、男色ディーノ、バ
ディ、ランジェリー、ピ
ンクタイガーなどとこの
ようなタイプのレスラー
とはライバルのようだ
（カメラ：アジャ幸司）
。

４・２３韮崎大会《吟味》
＞おいはぎ３ＷＡＹマッチ
○ＡＫｙＶＳタ コ●
(REINA)
(ＰＭ軍)
※もうひとりはわか！

４・２３韮崎大会《吟味》
＞６人タッグマッチ
鳳
華(ＣＰＥ)
大江戸(FU☆CK)
○ラメイダー(ＣＰＥ)ＶＳ総 帥(ＰＭ軍)●
Ａ Ｋ ｙ(REINA)
ば っ て ん

４・２３韮崎大会《吟味》
＞６人タッグマッチ
○マルクリアーダ(REINA)
ラメイダー(CPE)
ピンクタイガー(ＰＭ軍)ＶＳ夢
子(CPE)
ば
っ
て
ん
Ｌ 武藤(珍日本)●

シャッターチャンスわかが復帰！
わか、鳳華に雪辱完敗！ 大雨の山梨！チャリティーイベント！ 吟味チャリティ興行、ばってん第一試合で登場！

▲男色（右）はばってんに激しいパンチの連打！

学生プロレス出身者同士の闘
い。ＧＥＮＴＡＲＯ
（フリーダム
ズ）は関東の学プロ。ばってん
は九州の学プロ出身。最後は
キャリアの差を見せ付けられ、
急角度のバックドロップに沈ん
だばってんだったが、試合後、
関東の学プロこそが最強と豪語
するＧＥＮＴＡＲＯにばってん
は噛み付いた。これが発端とな
り、７月に学生プロレス出身者
による団体別対抗戦が開かれる
ことになった。プロになって学
プロ出身対抗戦が行われるとは
初のことだが、今のプロレス界
は学プロ出身者がかなり多い
（カメラ：
）。
４・３に真・下町プロレス大
袋大会でバカボンのパパ（真・
下町）の挑戦を受ける筈だった
が、地震の影響で延期となり、
初防衛戦は流れてしまった。今
回の水上プロレスでパンダ☆オ
レンジ（フリー）の挑戦を受け
た。パンダ☆オレンジはなんと
今回がデビュー戦。デビュー戦
がタイトルマッチとは期待され
た選手だ。試合は終盤、見た目
ががフォールを取られたが、ミ
スジャッジと判断。試合は続行
となり、怒りの見た目がは見た
目がクラッチを決めて、下町王
座初防衛に成功した（カメラ：
アジャ幸司）。
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５・２１長野大会《真・下町》
＞タッグマッチ（60分１本勝負）
マッチョ(フリー) マ マ(真・下町)●
○見 た 目 がＶＳ 蟹 (真・下町)

▲ランジェリー（中）と激しい場外乱闘 !

４・２４蕨大会《666》
＞シングルマッチ
○乞 食ＶＳばってん●
（666）

▲入場時にばってんに襲いかかる GENTARO（右）！

５・１３新木場大会《ＣＰＥ》
＞ノーロープボブワイヤーボードハードコア
キャットファイトデスマッチ
○ＡＫｙ(REINA)ＶＳわ か●
５・２４新木場大会《佐野直興行》
＞タッグマッチ
バ デ ィ（６ ６ ６） ばってん
○ランジェリー(珍日本)ＶＳ見た目が●

５・４後楽園大会《ユニオン》
＞シングルマッチ
○男 色ＶＳばってん●
(ＤＤＴ)
５・１０新木場大会
《ナイトメア》
＞シングルマッチ
○GENTAROＶＳばってん●
(フリーダムズ)
▲パンダ☆オレンジ
（右）は凶器の笹だ
んご攻撃で見た目が
を苦しめた!

キモ男対決、ばってん対男色ディーノ実現！
2001年生まれのミスター６号に完敗！

下町王者見た目が、お待たせ初防衛！ 勃発!?学プロ出身対抗戦！大抗争に発展か!?

５・８名古屋大会《愛プロレス博》
＞10人イリミネーションマッチ
６
号(スポルテ)
イマイケル(今池)
グランパス(今
池) デスロッカー(今池)
○ドラゴンズ(今
池)ＶＳ柴
山(ＤＥＰ)●
今
池(今
池)
ば っ て ん
青
柳(誠心会館)
見 た 目 が
※６号一人勝ち残り！
４・２４大袋大会《水上プロレス》
＞下町無差別級選手権試合
＜王者＞ ＜挑戦者＞
○見た目がＶＳオレンジ●
（フリー）
※見た目がが初防衛に成功！

(5)

【西口激闘ダイジェストⅢ】

大屈辱！ばってん、まさか乞食に敗れる！ ばってん、男レスラーのコスチュームを強盗!? 見た目が、ママに勝利！ わか、髪切られ、デスマッチにやられも成長！

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」山形大会』
山形ビッグウィング
平成23年（2011年）４月29日（木）試合開始17時（観衆＝300人）

＞シングルマッチ
△Ａ 小猪木（試合不成立）喧嘩王ｉｓｍ会長・BUN（喧王ｉｓｍ）△
※地震の影響で、興行が中止となる！

＞タッグマッチ（30分１本勝負）
小蝶野正洋 （13分53秒 Ｌ・ヤ ン グ
○Ａ 小猪木
卍固め）見た目が邦彦●
※ＳＴＦと小卍固めの夢の競演！

真・下町プロレス
『真･下町プロレス所属蟹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23年（2011年）５月21日（土）試合開始18時（観衆＝30人）

西口プロレス『蘇る修学旅行開幕戦』
山形・南陽市赤湯温泉いきかえりの宿瀧波
平成23年（2011年）４月30日（金） 試合開始３時42分（観衆＝10人）

＞タッグマッチ（60分１本勝負）
Ｍ・マイケルズ(フリー）（13分28秒
Ｂのママ(真・下町)●
○見 た 目 が 邦 彦 見た目が固め） 蟹K☆ING(真・下町)
※バカボンのママとは初対決の見た目が！マッチョ・マイケルズとタッグ結成！

【結果表】
ラン☆８プロレス『ラン☆８お笑いプロレス2011年４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）４月21日（木）試合開始20時（観衆＝20人）
＞シングルマッチ
○Ｄ 猪木（フリー）（５分18秒 卍固め）三沢が光晴●
※またラン☆８に４人目の猪木キャラ、ダンドリノ猪木が登場！
＞シングルマッチ
○カ 道山（かどうざん）（４分１秒 体固め）Ｕ・Ｍ・ドラゴン●（フリー）
※空手チョップでウルティ・モロト・ドラゴンから勝利！
＞シングルマッチ
○臼 鵬（フリー）（８分26秒 体固め）ゲストロイヤー●
※喉輪落としからフォール！
＞ラン☆８栃木世界ヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○佐々ニシキ健介（王・チャールズ=ﾌﾘｰ)(７分２秒 体固め）見ない・マスカラス●
※ノーザンライトボムからフォール！佐々ニシキが見ない・マスカラスを破り、
初防衛に成功！
吟味『吟味チャリティーイベント-ハーレーバイク野外イベント「吟味チャリティキャンプVol.17」』
山梨・韮崎市釜無川河川公園特設会場
平成23年（2011年）４月23日（土）試合開始18時（観衆＝100人）
＞６人タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
鳳
華(ＣＰＥ)(５分21秒 Ｍ 大 江 戸 （ＦＵ☆ＣＫ）
○ラメイダー(ＣＰＥ)
Ｐ総帥(ピンクタイガーモンスター軍)●
Ａ Ｋ ｙ(REINA)
体固め）ば っ て ん 多 摩 川
※雨の大会、ラメイダーがピンクタイガー総帥にボディアタックに行ったところ総帥が
キャッチ、そこをＡＫｙがドロップキックで浴びせ倒してフォール!
＞おいはぎ３ＷＡＹマッチ（時間無制限１本勝負）
○ＡＫｙ(REINA女子ﾌﾟﾛﾚｽ)（８分21秒 おいはぎ）Ｔ乳頭゛(ﾋﾟﾝｸﾀｲｶﾞｰﾓﾝｽﾀｰ軍)●
※もう一人はシャッターチャンスわか！ｼｬｯﾀｰﾁｬﾝｽわかのリングネームで復活！
＞キャットファイトルール（１Ｒ３分３回戦）
○鳳華（ＣＰＥ）（２Ｒ１分20秒 胴絞め裸絞め）Ｓ わ か●
※シャッターチャンスわかのリングネームが復活！昨夏に前方裸絞めで勝った鳳
華に同じ裸絞めでギブアップ負けして、雪辱される！
＞６人タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
○Ｌ・マルクリアーダ(REINA)（８分42秒
ラ メ イ ダ ー(ＣＰＥ)
P総帥(ピンクタイガーM軍)
夢 子 （Ｃ Ｐ Ｅ）
ば っ て ん 多 摩 川
首固め） Ｌ武藤(珍日本プロレス)●
※大雨のメイン！ラ･マルクリアーダのスモールパッケージホールドが決まった！
TRIBELATE『TRIBELATE.32～東北地方太平洋沖地震チャリティー興行～』
東京・新宿FACE
平成23年（2011年）４月23日（土）試合開始18時（観衆＝450人）
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（12分48秒 逆さ押さえ込み）世界のうめざわ●
※先月３・12新宿大会が東日本大震災の影響で延期になった大会はチャリティー興行
として行われた！アブドーラ・ザ・ブッチャンの挑戦を受ける筈だったが、別仕事で
都合着かず、世界のうめざわが挑戦に名乗り！小猪木が４度目の防衛に成功！
水上プロレス『水上プロレスチャリティー興行レスリングロード2011』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）４月24日（日）試合開始12時30分（観衆＝30人）
＞下町無差別級選手権試合（60分１本勝負）
＜王者＞
＜挑戦者＞
○見た目が邦彦（14分８秒 見た目が固め）Ｐ☆オレンジ（フリー）●
※４・３に真・下町プロレス大袋大会でバカボンのパパ（真・下町）の挑戦が地震の
影響で延期となり、初防衛戦は流れてしまったが、今回の水上プロレスでパンダ☆オ
レンジを見た目がクラッチで破り、下町王座初防衛に成功！
暗黒プロレス-666-『ヤングプロレスわっしょい』
埼玉・蕨ISAMIレッスル武道館
平成23年（2011年）４月24日（日）試合開始18時（観衆＝670人超満員）
＞シングルマッチ（20分１本勝負）
○乞 食（666）（９分１秒 片エビ固め）ばってん多摩川●
※３・13に地震による影響で興行が中止になった延期カード！ダンボールの殴打
から丸め込み！
西口プロレス『おととい覚えたウラカンラナ』
東京・新宿FACE
平成23年（2011年）４月26日（火）試合開始19時30分（観衆＝300人）
＞タッグマッチ
見た目が邦彦（６分46秒
超能力少年ダイジ
○け ん ちゃん
体固め） Ｄ
仮
面●
※ベテラン４人による第一試合はけんの風任せが久々に爆発！
＞３ＷＡＹマッチ
○ＫＩＤ（８分51秒 体固め）三平×２●
※もうひとりは賀川照子！三平が賀川に吊り天井を掛けてる間にＫＩＤがﾌｨｰﾙ勝ち！
＞シングルマッチ
○寺本 英和（５分33秒 体固め）織田 浩義●
※倒立バスターからフォール！
＞タッグマッチ
Ｋちゃん(安田大サーカス=松竹芸能)（８分21秒
Ｋ ぼ っ ち●
○長
州
小
力
エビ固め） よしえつねお
※西口本興行にクロちゃん登場！小力がぼっちにラリアットを決めてフォール！
＞６人タッグマッチ
Ｊ・スニーカー （14分21秒 Ｌ・ヤング
Ｂ・デブロディ
Ｌ・乙羽屋
○Ａ・ブッチャン
体固め）Ｌ・ローズ●
※乙羽屋が途中担架で運ばれ、ユダン・ハンセンが乱入！トドメにブッチャンが
ローズにエルボードロップを決めてフォール！
＞シングルマッチ
○Ｈ 真 也（10分39秒 三角絞め）小蝶野 正洋●
※ＤＤＴからの三角絞めがガッチリ！
＞タッグマッチ
○世界のうめざわ（11分48秒
ばってん多摩川●
Ａ 小 猪 木
体固め）焙煎ＴＡＧＡＩ
※稲妻レッグラリアットからフォール！

＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（６分18秒 腕ひしぎ逆十字固め）見た目が邦彦●
※小猪木が６度目の防衛に成功！レフェリーは小蝶野正洋！
＞シングルマッチ
○Ｙ 安 藤（４分38秒 逆片エビ固め）見た目が邦彦●
※前田日明張りの逆片エビ固めが夜中の旅館で決まった！ﾚﾌｪﾘｰは小蝶野正洋！

GLADIATOR『Ｇシリーズ17「GLADIATOR熊本大会」』
熊本市情報流通会館
平成23年（2011年）５月21日（土）試合開始18時（観衆＝700人超満員）
-＞異種格闘技戦（１Ｒ３分３回戦）
○Ｈ・ソヒ （韓国）（３Ｒ27秒 ＴＫＯ）Ａ 小猪木●
※小猪木のセコンドの我龍真吾（ファイティングマスター）がタオルを投入！

やまがたわん!にゃん!フェスタ実行委員会
『やまがたわん!にゃん!チャリティフェスタ2011第一部』
山形ビッグウィング
平成23年（2011年）４月30日（金）試合開始11時30分（観衆＝300人）

大阪プロレス『五月雨グッバイシリーズ最終戦
「大阪プロレス骨髄バンクチャリティー」』
大阪府立体育会館第２競技場
平成23年（2011年）５月22日（日）試合開始14時（観衆＝800人）

＞シングルマッチ
○小蝶野正洋（４分31秒 体固め）Ｌ・ヤング●
※ケンカキック２連発からのシャイニングケンカキックで東北芸人の意地を見せ
、小蝶野が金星勝利！

＞６人タッグマッチ（30分１本勝負）
救世忍者乱丸(フリー)（13分44秒
松 山 勘 十 郎 (大阪プロレス)
菊 タ ロー(フリー)
え べ っ さ ん（大阪プロレス）
○Ｈ
二
郎 片エビ固め）くいしんぼう仮面(大阪プロレス)●
※二郎激勝！スワントーンからフォール！勘十郎の大阪お笑い王座に挑戦か!?

＞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10秒 体固め）見た目が邦彦●
※延髄斬りからフォール！小猪木が７度目の防衛に成功！
やまがたわん!にゃん!フェスタ実行委員会
『やまがたわん!にゃん!チャリティフェスタ2011第二部』
山形ビッグウィング
平成23年（2011年）４月30日（金）試合開始11時30分（観衆＝300人）
＞タッグマッチ
Ｌ・ヤング （11分18秒
小蝶野 正洋
○Ａ 小猪木
体固め） 見た目が邦彦●
※小猪木＆ヤング初タッグ！延髄斬りからフォール！
西口プロレス『蘇る修学旅行最終戦』
山形・南陽市赤湯温泉いきかえりの宿瀧波
平成23年（2011年）５月１日（金）試合開始１時42分（観衆＝10人）
＞シングルマッチ
○Ｌ・ヤング（１分38秒 片エビ固め）ばってん多摩川●
※ばってんがヤングの奇襲にｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ負け！レフェリーはニード手島（ﾌﾘｰ）！
＞シングルマッチ
○Ｙ 安 藤（４分38秒 体固め）ばってん多摩川●
※夜の旅館でのゴング！レフェリーはニード手島（フリー）！
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」南陽大会』
山形・南陽市民体育館
平成23年（2011年）５月１日（土）試合開始17時（観衆＝400人超満員）
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
小蝶野正洋
（14分23秒
Ｌ・ヤ ン グ
○Ａ 小猪木
原爆固め）
見た目が邦彦●
※小蝶野のケンカキック、小猪木延髄斬り、小蝶野のケンカキックからの小猪木
ジャーマンスープレックス！

GLADIATOR『Ｇシリーズ18「GLADIATOR福岡大会」』
アクロス福岡
平成23年（2011年）５月22日（日）試合開始15時（観衆＝1000人超満員）
＞異種格闘技戦（１Ｒ３分３回戦）
○Ｈ・ソヒ（韓国）（３分56秒 Ｋ
※今回も左ストレートに撃沈！

Ｏ）Ａ 小猪木●

格闘探偵団バトラーツ『千住の風になってVol.28』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成23年（2011年）５月22日（日）試合開始17時（観衆＝200人）
＞シングルマッチバトラーツルール（15分１本勝負）
○焙煎ＴＡＧＡＩ（８分24秒 骨法首落とし）那須晃太郎（スタイルＥ）●
※変形のドラゴンスリーパーで勝利！
佐野直自主興行『スタンリー６』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）５月24日（火）試合開始19時15分（観衆＝150人）
＞タッグマッチ（20分１本勝負）
Ｍ・バディ（６６６） （10分41秒
ばってん多摩川
○Ｌ武藤(珍日本プロレス) 横十字固め）見た目が 邦彦●
※当初、澤宗紀（バトラーツ）、忍（６６６）組との対戦だったがばってんがコ
スチュームを盗んだことにより急遽ランジェリー武藤＆マスクド・バディ組が
代打出場！その怒りに押されて西口軍が敗退!

【リングサイド紹介】

解説

実況

ユニオンプロレス『ゴールデンユニオン2011』
東京・後楽園ホール
平成23年（2011年）５月４日（水）試合開始18時30分（観衆＝1300人）
＞ダークマッチ（10分１本勝負）
○男色ディーノ (ＤＤＴ)（３分48秒 漢固め）ばってん多摩川●
※キモ対決はゴッチ式男色ドライバーからフォール！
喧嘩王ｉｓｍ『TOWN THE BATTLE TOURNAMENT喧王ism.継承第31話』
熊本バトルステージ
平成23年（2011年）５月８日（日）試合開始17時（観衆＝500人）
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合八角形金網デスマッチ
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（８分９秒 体固め）Ｇ 小馬場●
※延髄斬りからフォール！小猪木が８度目の防衛に成功！
レフェリーはタイガーはったり（喧王ｉｓｍ熊本）！
＞八角形金網デスマッチ
○Ｇ・ブンタ（喧王ｉｓｍ）（５分15秒 サソリ４の字固め）Ａ 小猪木●
※グレート・ブンタ、小馬場と結託！突然の乱入に小猪木敗退！
愛プロレス博『愛プロレス博2011～夢～』
愛知・Zepp名古屋
平成23年（2011年）５月８日（日）試合開始19時（観衆＝500人）
＞10人イリミネーションマッチ
Ｍ
６
号(スポルティーバ)
Ｉ・ジャクソン(今池プロレス)
グランパスマスク(今池プロレス)
デスロッカー (今池プロレス)
○ドラゴンズマスク(今池プロレス)（５－４）柴 山 貴 哉(ＤＥＰ)●
Ｍ
今
池(今池プロレス)
ば っ て ん 多 摩 川
青 柳
政 司(誠心会館)
見 た 目 が
邦 彦
①マグナム今池（３分８秒 体固め）イマイケル
②デスロッカー（４分12秒 首固め）マグナム今池
③グランパス（６分12秒 リングアウト）デスロッカー
④ばってん（７分４秒 リングアウト）グランパス
⑤見た目が（７分４秒 リングアウト）ドラゴンズ
⑥柴山（９分５秒 リングアウト）青柳
⑦６号（９分11秒 リングアウト）柴山
⑧６号（10分21秒 リングアウト）見た目が
⑨６号（11分21秒 片エビ固め）ばってん
※見た目が､ばってん優勝目前で小学生のミスター６号のミステリオラナに敗退！

小蝶野正洋

レフェリー

プロレスﾘﾝｸﾞ・ナイトメア『ナイトメアリバイバルVol.3～震災チャリティ興行』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）５月10日（火）試合開始19時30分（観衆＝100人）
＞シングルマッチ（45分１本勝負）
○ＧＥＮＴＡＲＯ（フリーダムズ）（６分54秒 岩石落とし）ばってん多摩川●
※ﾊﾞｯｸﾄﾞﾛｯﾌﾟが決まり決着!試合後､学生プロレス出身選手たちによる因縁が勃発!
ＣＰＥ『キャット番狂わせッ！ぴんくらばぁFIGHT 2011
「魅せたい７つのキャットファイト」』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）５月13日（金）試合開始19時（観衆＝400人超満員）

マルヰ『仮面ライダーディケイドイベント』
山形ファミリーボウル
平成23年（2011年）４月29日（木）
試合開始14時（観衆＝100人）

＞ノーロープボブワイヤーボードハードコアキャットファイトデスマッチ
（時間無制限１本勝負）
○Ａ Ｋ ｙ(REINA女子プロレス)（９分15秒Ｋ Ｏ）Ｓ わ か●
※ボブワイヤーボード(有刺鉄線の板)をはじめ、あらゆる公認凶器をリング内・
外に設置！レフェリーが特に危険とみなしたもの以外全ての反則が認められるル
ール！ＦＭＷ出身の女子ﾌﾟﾛﾚｽﾗｰのＡＫｙに髪まで切られ、有刺鉄線でボコボコに
され、壮絶ＫＯ負け！最後は有刺鉄線の上に敷かれてのセントーンでﾌｨﾆｯｼｭ！

＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ａ 小猪木（５分５秒 卍固め）小蝶野正洋●
※小猪木が５度目の防衛に成功！

喧嘩王ｉｓｍ『喧王ｉｓｍvol.29』
東京・新宿FACE
平成23年（2011年）５月14日（土）試合開始19時

リングアウンサー
左：おかだあゆみ
右：tomoe

リングガール

【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。

小力『ロンドンハーツ』出演!
5月10日放送テレビ朝日『ロンドンハーツ』 チョイふる-1グランプリ2011に出演した!

小猪木、GLADIATOR新宿大会！
6月5日(日)『GLADIATOR Gシリーズ19 KOK武士（もののふ）」
会場：新宿ＦＡＣＥ 18:00開場18:30試合開始
SRS席12,000円 RS席10,000円指定8,000円立見4,000円 ※ドリンク代込み
お問い合わせ：GLADIATOR実行委員会047－318－9655

小力『笑っていいとも！』出演！ 見た目が&つねお、スーパーＦＭＷ！王座挑戦！
5月13日放送のフジテレビ『笑っていいとも！』のアルタに走ってくる
ゲストが誰なのかを当てるクイズに挑戦した！。

小猪木、日テレ『ヒルナンデス！』！
５月９日に放送した 日本テレビ系『ヒルナンデス！』に
アントニオ小猪木が猪木酒場の紹介で出演した！

「スーパーＦＭＷ」6月12日(日) 東京・シアター1010ミニシアター (12:00)
▼下町タッグ王座決定戦
見た目が邦彦＆よしえつねおvsブルース・レイ＆小島イケル
チケット：全自由席5000円
お問い合わせ：大会事務局(TEL050-3345-7123)

見た目が、水上プロレス！
6月24日見た目が邦彦が水上プロレスに参戦!詳細はblogにて発表!

山形放送『ピヨ卵ワイド430』！ 西口ドア！
５月12日に放送した山形放送『ピヨ卵ワイド430』に小猪木、見た目が、
ヤング、小蝶野、ばってん、エール、ユンボが出演！山形が地元の女子
プロレスラー、井上京子、佐藤綾子両選手の取材で西口勢も出演した！

西口ドア第17弾「ドアロックフェスティバル！」
普段のドアとはちょっと変わって思い思いのロックコスチュームで全員登場。
合言葉は「プロレスでロックしろ！」
2011年6月9日（木曜日） 18：30開場 19：30試合開始！会場：新宿ロフトプラスワン
前売り：2000円
当日：2500円（１ドリンク含む）※全席自由席
お問い合わせ・チケットご予約：西口プロレス事務局03-6416-0218

山形南陽ケーブルテレビ！ 第1回西口エンタ寄席開催決定！

５月２日から14日までの山形県南陽市ケーブルテレビに『ワールド女子プロレス・ディアナ』
南陽大会の模様に小猪木＆小蝶野組見た目が＆ヤング組の一戦が放送された！
レフェリーはばってん、実況はエール、解説にユンボが出演した！

西口エンタテインメント所属の芸人のお笑いライブ！詳細はｂｌｏｇにて！
『第1回西口エンタ寄席』６月１８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）

カールぼっち『めざましどようびメガ』出演！ プロデュースライブ！
5月21日放送のフジテレビ『めざましどようびメガ』にカールぼっちが出演した!

『激！！お笑いプロデュースライブ』６月１８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エンタ寄席500円引きになります！

西プロ、スカパー２時間枠絶賛放送中！ 世界のうめざわ独演会!
世界のうめざわライブ!「うめざわ独演会Vol.３」6月14日(火) 開演19:30 1500円新宿Ｆｕ－

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！

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！

安藤道場一門会!
漫談定例会 『第十四回 安藤道場一門会』
6月14日（火）会場：新宿V1 開場18：30 開演19：00 前売：1500円 当日：1800円
出演：ユンボ安藤、安藤道場一門、ゲスト お問い合わせ・チケットご予約西口プロレス事務局 03-6416-0218

見た目が、つねお、カズミ出演！
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
6月１日(水）「３ＷＡＹ」一人30分の持ち時間のネタライブ！出演：見た目が邦彦、よしえつねお、カズミファイブ
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
「アントニオ小猪木の小元気ですか～っ!?」のゲストに4/26小蝶野正洋、5/3見た目が邦彦、
5/10Ｒａｙ（アイスリボン）、5/17なかじままり（ものまね芸人）、かとうあつき（女優）、
ダーリン寄席!
5/24鶴田幸子（タレント）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！ ６月３日(金)午後６時00分開場／午後６時30分開演【会場】お江戸上野広小路亭
【料金】予約：2,000円／当日：2,300円
【出演】立川左談次、立川談奈、東京ペールワン（エール&ユンボ）、ヘイパービュウ（三平&見た目が）、
倉富益二郎、ラジークイーン（KID、オバサン、チェリー吉武）、米粒写経
【ご予約】hihijiji@u-e.co.jpオフィスダーリン

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」

６・12チャリティーライブ！

小猪木、ＦＭ沼津出演！
５月７、21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！』にアントニオ小猪木が出演した！

三平＆倉富『週刊少年チャンピオン』！
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！

週刊プロレス！
週刊プロレス1576号合併号の『週刊プロレスアルバムシリーズ13長州力』に長州小力がインタ
ビュー掲載！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！

アントニオ小猪木、エール橋本がチャリティーライブに出演決定！
「社会貢献的アーティストプレゼンツ」『 Never Give UP ”～ing”』
チャリティーオークションライブ夢をあきらめない！
【日時】2011年6月12日 AM11:00～14:00
【場所】高円寺HIGH http://koenji-high.com/【金額】 2,000円
【出演】アントニオ小猪木、アレス、レイパー佐藤、松本隆博…他、総合司会：エール橋本
その他、漫画家やプロ野球選手らの出品オークションもあります！

小猪木、住吉大社から感謝状！
アントニオ小猪木が５月12日に大阪・住吉大社御鎮座千八百年記念大祭に招かれ、
参列したことに対し、住吉大社から感謝状を貰った！

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！ぐるなび、Hot Pepperに小猪木も
掲載中！５月７日をもって広島店が閉店となりました。今までのご利用頂き、ありがとうございました！

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 各メンバーのブログが読めます！

(７)

(8)

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～
2011.5.31(火)東京・新宿ＦＡＣＥ
第一試合 タッグマッチ
賀 川 照 子
ばってん多摩川

ラブセクシー・ヤング
ラブセクシー・乙羽屋

ＶＳ

第二試合 シングルマッチ
寺 本

英 和

ＶＳ

織 田

浩 義

ＶＳ

超能力少年ダイジ
ダーティー 仮 面

ＶＳ

ドン・ク サ イ
焙煎ＴＡＧＡＩ

ＶＳ

Ｋ
Ｉ
Ｄ
三
平
×
２
ジャイアント小馬場

第三試合 タッグマッチ

カール ぼっち
世界のうめざわ
第四試合 タッグマッチ
ザ・オバサン
長 州 小 力

第五試合 ６人タッグマッチ
見た目が 邦 彦
ハチミツ 二 郎
アントニオ小猪木

第六試合 西口プロレスヘビー級選手権試合

＜王者＞
ラブセクシー・ローズ

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

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）

ＶＳ

＜挑戦者＞
ジミー・スニーカー

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。

