西口スポーツ

祝！ローズ西口王座丸４年保持！
ローズ復活！
ジミーにリベンジ！

2011

▲デブロディ
（後左）、
ブッチャン
（後右）を
引き連れ入場
するジミー！

７月号

▲

５・３１新宿大会
＞西口ヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○ローズＶＳジミー●
※ローズ16回目の防衛に成功！

やはりローズは強かった!
ベルトを手に余裕の表情！

▲次の挑戦者はユダン・ハンセン !

ラブセクシー・ローズが西口ヘビー級王座を保持してから丸４年が経った。年間防衛回数は少ないものの４年保持したことは凄い。西口全タイトルの中で郡を抜く記録だ。その中で
因縁ジミーと一騎打ち。他にはアントニオ小猪木、ハチミツ二郎、見た目が邦彦の同期トリオが組んで激勝！10年前の５月西口マット登場を自ら勝利で祝福した！更に前回好評の寺本対
織田の第２Ｒ、今回も名勝負を産んだ（５・31新宿大会カメラ：宮木和佳子）！
▼

▼

▼

▼

▼
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西口プロレス７月大会～高い空、低いトペ～
７月２６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２９日（水）発売！ 0570-02-9999【Ｐコード：８１８－８３０】 お問い合わせ：西口プロレス事務局 03-6416-0218
7･4 見た目が､ばってんスタンリー 7 出場 !7･16TRIBELATE 新宿大会にて西口プロレス提供試合！ 7･18 見た目が、ばってん 666 出場！（詳細 7 面）

▼

※ローズが丸４年王座を守り抜いている。
西口マット内シングル王座最多連続防衛記録、
並びに西口マット内王座最長保持期間記録は
ローズが現在も記録更新中。
表内○は勝ち（11・６・27現在）。

▼
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ジミーの窮地をブッチャン救出！
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ローズのラリアット炸裂！
ラブセクシー・ローズが今年初の防衛戦
を行った。昨年末、ＷＧＤヘビー級王者の
ばってん多摩川の挑戦を受けて以来だ。今
回、久々に防衛戦を行った訳だが、タイト
ル戦の復活の理由はユダン・ハンセン率い
る外国人キャラ軍団がローズの王座に挑戦
表明。ローズは一人ずつ片付けるとユダン、
アブドーラ・ザ・ブッチャン、ブルーザー・
デブロディ、ジミー・スニーカーの４人を
相手に防衛戦が決まり、最初の挑戦者にジ
ミーを指名した。昨年７月に西口６人タッ
グ選手権でジミーから首固めでフォールを
奪われ王座防衛された記憶をローズは忘れ
ローズ、カンチョウ攻撃！
て
なかった。ジミーには仮を返さなければ
収まらない。試合前、両者に緊張感が走る。
もう一つ、ローズはこの西口王座を世界の
うめざわから奪って丸４年持ち続けている。
誰にも渡さなかった。試合のゴング。この
試合はシングルのタイトルマッチにも関わ
らず、序盤から軍団戦と化した。まずブッ
チャンとデブロディがローズを捕らえて攻
撃。ラブセクシー・ファミリーも黙っては
いない。リングは無法地帯となる。乙羽屋
が捕まり、失神に追い込まれた。ジミーは
ローズを得意の跳躍力と空中殺法で追い詰
める。更にユダンも登場。ジミーが羽交い
乙羽屋（左）、外国人勢に捕まる！絞めをしてる間、予告ラリアットに左腕に
着けるサポーターを出し、腕にはめた。こ
れがもたつく間にローズが蘇生、誤爆を誘っ
た。ラリアットを喰らったジミーはトドメ
にローズボトムを喰らってしまい、ローズ
がリベンジ成功。 度目の防衛に成功した。
前回のばってん戦では落日のローズを感じ
させたが、今回の試合で完全復活。そして
長き４年間の保持もおめでとう。これから
も５年、 年と西口王座を保持し、西口プ
ロレスを引っ張って欲しい。次はユダンが
挑戦する。

年・月 会 場
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10･１ 渋谷EAST
３ 新宿FACE
９ 新宿FACE
12 新宿FACE
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ジミーのスーパーフライ炸裂！

ジミーの跳躍力は西口一！

ローズのロメロスペシャルにジミー悶絶！

【ローズの現西口ヘビー級
王座防衛４年間の記録】

二郎は交通事故で
の怪我をおしての
出場だった！

▲小猪木（下）､小馬場に弓矢固め !

←

▲寺本（左）お供え式パワーボ
ム ! 見てて怖い !

▲まさか、コーナーから…!?
結局織田だけに降りただけ !?
▲服を着用して闘う両者！
これぞストリートファイト！ からのブレーンバスター！

▲織田（上）、ストリートファ
イトなのに器用な展開 ! ？

ある二人寺本英和対織田（おりた）浩義。前
回の４月大会で生まれた因縁がシングルマッチ
で一騎打ち。この二人がまた名勝負を生んだ。
ことの発端はじっちゃんの肩に所々ジョージが
軽くぶつかり、じっちゃんは謝られなかったこ
とに腹を立てて因縁が勃発。シングルマッチが
決まったが、ルールがストリートファイトデス
マッチ、ハードコアマッチ、総合格闘技ルール、
ＵＷＦルールなど浮上したが、まずはプロレス
ルールに落ち着いたのだが、二人の気持ちが治
まらず、互いのリングネームにもいちゃもんを
付け始めた。
「ふざけたリングネームでなく、
本名で闘え」と罵り合い、本名の寺本英和対織
田浩義の一騎打ちとなった。前回は二人の究極
のレベルがぶつかり合った壮絶な試合を展開。
好評な名勝負を生んだ。ノーサイドになるかと
思ったが、織田が再戦を要求。この５月大会も
試合が決まった。今回はガチンコストリート
ファイトデスマッチルール。開始早々と二人の
ストリート衣裳がボロボロとなる。レフェリー
のチキン林は破れた衣裳は闘いの最中、首を絞
めてしまう危険性を考慮し、衣裳を脱がせて再
開。前回同様、名勝負に観客も喜んだ。二人の
一進一退の攻防、チョップの打ち合い、ロープ
ワーク、投げ技合戦に殴打の応酬、空中戦から
の場外戦とどれも聞こえはいいが、二人の非力
さに会場は大盛り上がり。しかしプロレスは力
や技ではない。気持ちが大事と言わんばかりの
必死の試合を展開している姿は素晴らしかっ
た。最後は織田の細腕ラリアット、トドメに軽
い体をフルに使ったセントーンでリベンジ。織
田にとって目標だった寺本越え、二戦目にして
の達成に感無量の織田であった。

５・３１新宿大会
＞ストリートファイトマッチ
○織 田ＶＳ寺 本●

↓

▲あっ、寺本のお気に入りのスカジャンが
破れた！この後、両者裸対決へ…。

▲目標だった高い山「寺本」を２戦目で破っ ▲織田のセントーン！勝利につながった !
た織田！二戦目って、早すぎ !

▲二郎（上）のスワントーン ! 巨体が飛んだ !
▲小馬場（左）素足の 11 文キック！修業時代の G 馬場を彷彿！ ▲三平（左）、見た目ががお笑いを疎かにしていると叱咤！

▼

▲01 年 6 月デビュー組堂々勝利 ! 西口プロレスを引っ張っていってほしい !
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▲三平（左）vs 小猪木は、猪木アリ状態に･・！
▲二郎（中）のダブルラリアットは凄まじい破壊力だ！
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５・３１新宿大会
＞６人タッグマッチ
見た目が
ＫＩＤ
○二
郎ＶＳ三 平●
小 猪 木
小馬場

10

▲KID（右）vs 見た目はまだまだ進化し続ける！

小猪木（右）の小卍固めと二郎（左）の アントニオ小猪木＆ハチミツ二郎＆見た目が邦彦がタッグを組んだ。この３人は 年前
ひまんじ固めの競演！
の西口プロレス旗揚げ年の６月にデビュー戦をしており、その前の月の新宿ロフトプラ
スワン大会で西口マットで初登場し、挨拶をしている（同じく５月初登場６月デビュー
に小力もいる）。その３人が西口登場 周年を祝してタッグを結成。ジャイアント小馬場、
ＫＩＤ組と激突した。当初、相手も西口旗揚げメンバーの三平 ２
三平 ２
×、
×、イタコ
ＴＨＥ青森、代々木ＴＨＥキッド組の話も浮上したが、小馬場＆三平＆ＫＩＤ組に落ち
着く。先発は見た目がとＫＩＤ。見事な攻防はこの 年間の中で一番であり、二人のコ
ンディションも良さそうに見えて安定していた。続いて小猪木対三平になると手の内の
合わない攻防に小猪木が小馬場を挑発。小馬場は初めて素足でファイト。米国修行時代
のジャイアント馬場を意識して口髭も書いていた。次に二郎対小馬場の攻防は度迫力戦。
二郎がパワーで押せば、小馬場は場外ダイブを敢行して見せた。リングに戻ると今回、
三平の技のささいなミスの隙をチャンスに形勢逆転。最後は小猪木の延髄斬り、見た目
がのエクスプロイダー、トドメに二郎のスワントーンが火を噴き、二郎が勝利を収めた。
年前の５月初登場トリオが自らの記念に華を添えた。６月大会は小力を含めた４人で
西口デビュー 周年試合を行う予定だ。

01年６月デビュートリオ！小猪木、二郎、見た目が勝利！
(2)
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寺本vs織田、好評につき、第２Ｒゴング！

▼

▼

▲ぼっち（右）の遮断機式ギロチンドロッ
プが早々と炸裂！！

乙羽屋に賀川
（左）のミサイル
キックが序盤から
背中にヒット！

乙羽屋（左）失神す
るヤングを転がし、
フォールの体制に持ち
込んで勝利！

▼

ばってん（左）自ら「ばってん！」
宣言！賀川は苦悶の表情！

▲乙羽屋（左）、毒霧を
吐き出し、ヤングの援
護射撃 ! 賀川（右）煩
悶！

▼

▼

▼

▼

ラブセクシー・乙羽屋＆ラブセクシー・
ヤングの二人がドインディープロレス
ラーのばってん多摩川、元女子プロレス
ラーの賀川照子のプロレスラータッグと
の試合に挑んだ。先発はばってんと乙羽
屋のチョップの応酬。イヤ、チョップの
応酬というよりもシャウトの応酬だ。こ
こで賀川にタッチ。賀川もシャウトとい
うか悲鳴をあげる。続いてヤングと賀川
はお互いの見せ技を披露するとばってん
も見せ技のオンパレード。全員がうさん
臭い技を披露し合う。ヤングのトリッ
キー技に対し、ばってんも力技でシフト
チェンジした。そして賀川と合体攻撃を
狙うが、乙羽屋が毒粉攻撃で分断すると
ばってんにセクシーＤＤＴ。タッチ権の
あるヤングを被せて幽体離脱式体固め。
ラブセクシー・ファミリーに凱歌が上
がった。見事、プロレスラータッグから
勝利を奪った。

ヤングの（右）のオクラホマミキサーに
賀川の顔悶絶！

▲

超能力少年ダイジが世界のうめざわとの対決を熱
望した。するとカールぼっちが師匠の世界と組みた
いと名乗りを挙げる。ダイジはダーティー仮面との
エスパータッグを結成した。この試合は第三試合で、
第二試合の寺本対織田戦がかなり盛り上がり、更な
る期待された試合であったが、先発のＤ仮面の堂々
たる態度と新人で車掌キャラのぼっちのファイトは
キャラ異次元対決がまた面白く、更にダイジとの３
人バトルは面白かった。ここでぼっちから世界のう
めざわにスイッチ。御大の登場だ。安定感ある小気
味よい技を繰り出して世界のペースとなり、ぼっち
と師弟連係も見せた。しかしここで超能力が爆発。
世界も元西口ヘビー級王者。まだまだ余力を見せ、
余裕を見せていたが、
Ｄ仮面のブレーンバスターを耐
えて見せたが、
Ｄ仮面は強引に投げた。踏ん張ってい
た世界は低空ではあったが、キャプチュードのよう
に危険な角度で脳天からキャンバスに突き刺さり、
まさかの逆転負け。綺麗なブレーンバスターではな
かったが、正に一撃必殺のブレーンバスターで世界
の完敗も説得力があった。再び、このカードでの再
戦も見てみたいと思うカードであり、内容であった。

▲Ｄ仮面（上）のパロスペシャル !

▲
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小力（右）、小太鼓の乱れ打ち！
にも、ちゃんと効果音付き！

勝利に結びついたのは小力・オバサン 長州小力が久々に効果音デスマッチに名乗り
組のダブルラリアットだった！
を挙げた。小力も小猪木、二郎、見た目がの３
人と同期デビュー組となる（関連２面）
。 年
前の６月にデビュー、そのひと月前の５月に西
口マット初登場。挨拶をしている。小力にとっ
てこの 年間は思いもよらぬ 年だったに違い
ないし、この頃は売れる事を夢見ながらも、こ
こまでの飛躍は想像を絶した事だろう。小力は
どんな思いがあったのだろうか。リングに立つ
小力の姿はいつもと同様平然そのもの。何も変
わってない様子だ。この効果音デスマッチの
パートナーにザ・オバサン。対戦相手に名タッ
グチームの焙煎ＴＡＧＡＩ＆ドン・クサイ組を
指名した。２年半振りのゴングが鳴る。４選手
の動きに効果音が鳴り響く。骨の軋む音、足踏
みの音、殴る音、空振る音 中
…盤からはクイズ
形式になったり、有り得ない音が出たり、歌が
流れたりとはちゃめちゃになっていく。効果音
を超越したデスマッチと化していった。最後は
焙煎が小力に、ドンがオバサンにラリアットを
お見舞いしたが、死力を振り絞りカウント２で
こんなシーンはあったか
返す。小力とオバサンは逆に焙煎、ドンにラリ
！？試合終了後のハイラ イ
アットをお返し。タッチの権利がオバサンがド
イトシーン再現まであっ
た！！
ンを抑えた為、オバサンが勝利。小力は勝利を
譲ったものの 周年は本当におめでとう。小力
なしに西口プロレスは語れない。今後もそれは
変わらないだろう。

10

タッチ届かず！効果音は
「タッチ」のテーマソング！

▲世界（右）の初心者式ラリアット !

５・３１新宿大会
＞タッグマッチ
○ヤ ン グ
賀
川
Ｌ乙羽屋ＶＳばってん●

ヤング、プロレスタッグに勝利！

10

ここでクイズ形式！オバサンの
小力はサザエを凶器に！効果
コブラツイスト ･･･
は正解だった！ 音は「サザエでございます！」

▲世界（右）のザ・グレート・カブキ式アッパー !

Ｄ仮面のチカン式チョップ！
執拗に相手を触り続ける技だ !

５・３１新宿大会
＞タッグマッチ
超能力
ぼっち
○Ｄ仮面ＶＳ世 界●
▲ダイジ（左）超能力投げにぼっちが吹っ飛んだ !

５・３１新宿大会
＞効果音タッグデスマッチ
○オバサン
ド ン
小
力ＶＳ焙 煎●

最後は大団円のハッピーエンド。
小力はなぜか、知らないうちに
ビキニ姿になっていた！

▲

(3)

効果音デスマッチ復活！小力、西口登場から10年何を思う…！

Ｄ仮面、世界にデンジャラス勝利！世界の首大丈夫か!?
▼
▼

▼

▲ばってんボンバー炸裂 ! カブキが吹っ飛んだ！

６・９新宿LPO大会《西口ドア》
＞シングルマッチ
○ガンジーＶＳヤンキー●
▲

負けた岩ちゃんはエアギターの罰ゲーム！

ヤングの裏技！足の指を広げる！

▲

簑島のベイブリッジ！ヤング
に習い次々と新技を生み出す！

!?

▲

ｎＷｄの同級生タッグ、
Ｍｒ．マジック＆鷲星座の魔
鈴組が秘めた闘志を抱きながら今回の試合に挑んだ。
対戦相手となるミニ沢ミニ晴＆メガネくん組に対して
ではなく、何かがあるようだ。もしやｎＷｄを離脱し
二人でやっていくというのか と
…想像させるくらいの
決意とオーラがあった。今回のミニ沢＆メガネ組を子
供扱い。最後はマジックのムーンサルトプレスでメガ
ネをフォールで圧勝。マジック＆魔鈴組は怒りの提案
をマイクでアピールした。
「ドアにもタッグ王座設立か
タッグリーグ、タッグトーナメントで頂点を決めた
い！」
魔鈴が高らかに訴えた。実は他の組も望むところ。
タッグ戦争の火蓋が開けられた。

ばってん（左）も若手を育てる立場に
なったか ・･。今後に期待だ！

ばってんがばってんボンバーズ結成!?

正統派のスタイルで勝負した！

ステテコ・ヤンキー対ステテコ・ガンジーの一戦が行われた。
デビューして大分経つステテコ兄弟も全くいい試合がない。
一時はステテコ・モンキーも登場したが、旋風を巻き起こす
ことはなかった。二人は正規軍の一員としてエースばってん
が一騎打ちを命じ試合させた。いつものコスチュームは脱が
せ、黒タイツのみでゴング。おそらくばってんが基本中の基
本を叩き込んだようだ。普段よりはまだよかったが、ただの
プロレスをなぞっているだけであり、まだまだ客のハートを
掴みきれていない。この大会の解説者ユンボが黙って見てる
だけだった印象深い。ばってんは基本からやらせようと思っ
たのはよいが、彼らには今答えを求めるよりも長い目を見て
育てるくらいのことはしないとダメだろう。ばってんはステ
テコ兄弟とばってんボンバーズを結成を仄めかせた。ばって
ん自身がとうとう正規軍を離れる時が来るのかに期待が膨ら
む。そしてヤングサークルの簔島のように生まれ変わること
ができるかも期待したい。

無敵！ヤングサークル絶好調！ ステテコ、正統レスリングもまだ暗澹…!?

ドアタッグ戦争で欠かせないのはヤングと簔島
大樹のヤングサークルだ。結成まだ１年足らずだ
が、ヤングと結託した簔島は大きな急成長を成し
遂げた。今回の相手はみんな大好き岩ちゃんマン
＆ＬＥＯ組。岩ちゃんマンもプロレスラーの棚橋
弘至モノマネが板について来た。動ける岩ちゃん
マンも棚橋に似せた ( の
) か一人ナルシストファ
イトでタッグとなる連係もない。師弟の絆の強い
ヤングサークルは試合を有利に進め、最後は簔島
がドアの先輩に当たる岩ちゃんマンからオリジナ
ル技・ベイブリッジからフォール。恐らくヤング
サークルもタッグ頂点決戦は望むところだろう。

▲

▲

６・９新宿LPO大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
○蓑 島
Ｌ
Ｅ
Ｏ
ヤングＶＳ岩ちゃんマン●

▲見よ ! これが恐怖の同級生だ !

６・９新宿LPO大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
鷲星座の
メガネ●
○マジックＶＳミニ沢

▲小蝶野（右）の容赦ない鋭いケンカキックでつねおの顔が歪んだ！

西口ドアも足並みが揃ってきて安定感を迎え始めた。ここに川本Ｃ
ＥＯは西口ヘビー級４年保持記録更新中のローズ（関連１面）にオ
ファーした。相手はＧＯ １覇者シュウソウらんど＆お年玉バトルロ
イヤル優勝のカールぼっち組だ。タッグ戦のつもりでいた二人もロー
ズは「一人で充分！」と入場。ドアにない勢いを引っ提げ、縦横無尽
に暴れ回る。ドアにない勢いある技の連続に客も目を覚まされた。西
口 年間の半分は王者であり、メインエベンターであったローズは伊
達ではなかった。おまけにドアを蹴散らす姿は爽快そのもの。
ＫＯ目
前にローズが二人のコスチュームを脱がせようと大暴走、ゴングが
鳴った。結果は無効試合だったが、内容はローズの圧勝だった。ドア
にとって二郎、ローズは高い壁である。ここまでのレベルを目指さな
ければならない。ドアにとって社会に認知されることも目指さなけれ
ば上にはいけない、イヤ生き残れないかもしれない。

ばってん苦戦のＶ２！決死のカブキ、歌舞伎町で奪取ならず！ 爽快！痛快！ローズ大暴走！
10

－

メインにＷＧＤヘビー級選手権が行われた。王者ばってんに挑んだ
のはザ・シロート・カブキ。王座に初挑戦となる。カブキは試合数日
前にザ・グレート・カブキに必勝のアドバイスを貰いに行く。Ｇ・カブ
キはただ「頑張れ」と一言。Ｓ・カブキは芸歴のキャリアではばってん
より遥かに上。そこで勝負を見出だしたい。試合前は厳かに国歌独唱
でソウルシンガーの増井ココロ（イン・ダ・グルーヴ）が登場した。
Ｓカブキにとってはこの歌舞伎町でタイトルを取りたいと誓う。カブ
キは積極的に王者ばってんをトリッキー殺法で翻弄。有利に進めたが
最後、ばってんボンバーを喰らい、惜しくも敗退。ばってんが２度目
の防衛に成功した。ただ、ばってんも王者として説得力ある試合運び
が出来なかった事が反省点となったが、両者にとって更なる飛躍する
きっかけの試合になったに違いない。

見た目が＆つねお組、下町タッグ王座戦黄信号！ マジック＆魔鈴、タッグ頂上企画提案！

小蝶野正洋＆けんちゃん組のｎＷｄ最強タッグが見た目が邦
彦＆よしえつねお組と激突した。よく有りがちなようなカー
ドだが、見た目が＆つねお組にとって大事な一戦だった。３
日後のスーパーＦＭＷで下町タッグ王座決定戦に挑む。今回
も熱い試合を展開。見た目が組はけんに照準を絞ったか、見
た目がのチョップとつねおの頭突きが飛び交う。けんも応戦
する。ただチームワークはｎＷｄに歩があるように見え、最
後は小蝶野のケンカキックとけんのハイキックのサンドイッ
チキックからフォールでつねおを破りｎＷｄに凱歌が上がっ
た。見た目が＆つねお組は３日後のタイトル戦に黄信号が点
灯。不安が募る。逆に同王座を手にした場合、見た目がは下
町王座二冠王、つねおは王座初奪取となる。この試合の反省
をし、ここに期待したい（関連５面）
。

６・９新宿LPO大会《西口ドア》
＞タッグマッチ
け ん
つ ね お●
○小蝶野ＶＳ見た目が

▲Ｘと発表されていたローズ ( 左 ) 登場の瞬間、観客はどよめいた！
▲日米の国家を歌い会場を盛り上げた増井ココロ（中左）！

▲外見とは裏腹に身軽に次々に攻撃を仕掛けるメガネくん（上）！
▲この日の見た目が（上）の好戦的攻撃は観客を驚愕させた！

▲ローズ相手になす術もない
シュウソウ（左）とぼっち（右）。
このようなカードが組まれる
ことにより力の差を見せつけ
られることはドアにとって幸
か不幸か！？
６・９新宿LPO大会《西口ドア》
＞１対２変則タッグマッチ
ぼ っ ち
△ローズＶＳシュウソウ△
６・９新宿LPO大会《西口ドア》
現王者 ＞ＷＧＤヘビー級選手権
ばってん
＜王者＞
＜挑戦者＞
多摩川！
ドアを盛 ○ばってんＶＳＳカブキ●
り上げろ! ※ばってんが２度目の防衛に成功！
▲

西口ドアでばってんの持つＷＧＤヘビー級王座に挑戦したのはザ・シロート・カブキ。初挑戦となる！ザ・グレート・カブキに試合数日前に相談に行き、
秘策アドバイスを貰って挑んだ！奪取なるか!?更に安定しつつあるドアにまた起爆剤!?ローズが大暴走した！マジック＆魔鈴組は西口ドアタッグ王座設立、
またはリーグ戦かトーナメント戦の企画を訴えた。今回もドタバタドアが開かれた（カメラ：佐藤静香）。

【西口激闘ダイジェストⅠ】

(4)

西口プロレスの各選手が他団体やイベントで活躍。そんな中、事件が様々。小猪木の異種格闘技戦、ヤングとのチャリティー試合、
焙煎のバトラーツ、ばってんの活躍、見た目が＆つねお組の王座獲り失敗と様々な大会がある中、一番のニュースは焙煎がラリアットで
小猪木を病院送り。その真相は…。この様々な試合をダイジェストで掲載！
フラフラになった小猪木、レフェリー
の鬼木貴典（Ｔｅａｍ ＲＯＫＥＮ）
に支えられ、 一旦リングの外に！

格闘技イベント『宴』で焙煎がリン
グアナウンサーを務める中、西口プロ
レスの提供試合が一試合行われた。焙
状況が分からないまま、体は覚えていた！
煎はばってんと師弟タッグを組んで小
小卍固めで勝利！しかしこの時の記憶もない！
猪木＆見た目が組と激突。試合中盤、
小猪木が焙煎の串刺しラリアットを喰
らい倒れた。動きが鈍くなり、恐らく
軽い脳震盪を起こしているようだ。試
合は何とか動き意識朦朧とする中、ばっ
てんに小卍固めを決めて勝利。控室に
戻ると記憶を無くしており、たまたま
セコンドを務めたキックボクサー我龍
真吾が病院に直行させた。診断はとり
あえず異常なしと診断されたが、最近
プロレス界でも脳関係での事故が多く、
西口プロレスも気をつけなければなら
ない。小猪木も自身の 周年を前に不
安が立ち込めた（カメラ：吉瀬晶子）
。

▼

▼

つねおのヒッププッシュがお祭り
マッチョの顔面を捕らえ、半失神
に追い込む！
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ニューハーフプロレス＆スーパー
ＦＭＷ＋真・下町プロレス合同興行
に見た目が＆つねお組が参戦した。
先日の西口ドアでは課題を残しての
敗退をしたが（関連４面）、今回は
その反省を活かせるかが肝心だ。今
回の相手は当初、真・下町のブルー
ス・レイ＆小島イケル（フリー）組
だったが、小島から初登場のお祭り
マッチョ（フリー）に代わった。真・
下町は初登場で初王座挑戦というの
が多いが、その初登場のマッチョを
攻め立てた。奪取まであと一歩と
迫ったが、マッチョがつねおの股間
を攻撃し攻守逆転。最後は雪崩式雷
電ドロップでつねおが敗退し、見た
目が下町シングル＆タッグ二冠、並
びにつねおの王座初奪取ならずに終
わってしまった （カメラ：デューク佐渡）。

最後はオリジナル
乞食のフライング
クロスボディ！

地元凱旋とあって大量
の紙テープが投げられ
るも顔面に当たり、
痛がるばってん！

ＤＤＴプロレス博多大会
に出場したばってん。福岡
はばってんの出身地だ。今
回は３ＷＡＹマッチに出場
した。ばってんの他はＭＩ
ＫＡＭＩ（ＤＤＴ）にもう一
人は大石真翔（フリー）。３
ＷＡＹはバトルロイヤルと
違って勝ち残り戦ではなく、
最初に勝敗が着いた時点で
試合終了となる。ばってん
も３ＷＡＹならではの他人
の力をうまく利用してでも
福岡で錦を飾りたかったが、
うまくいかず仕舞い。最後
はＭＩＫＡＭＩの美しいス
ワントーンからの丸め込み
でばってんが捕まり試合終
了。ＭＩＫＡＭＩや大石より
巨体なばってんだったが、
二人のスピードにはついて
行けず、課題が残った試合
となった（カメラ：エクス
トリームパーティー）。

６月６日に暗黒プロレス６６
６の６人タッグ戦に見た目がと
ばってんが出場、佐野直（スタ
ンリーｃｌｕｂ）とタッグを組
んで、６６６の乞食＆乞食＆Ｋ
ｏｕｚｙ組と６人タッグスクラ
ンブルバンクハウス焼肉デス
マッチで対戦した。まず説明す
ると乞食が二人いるが、オリジ
ナルと二代目と言われており、
正体は不明である。更にＫｏｕ
ｚｙは歌手で活躍。ＴＯＫＩＯの
山口達也の実弟でＴＨＥ ＣＹ
ＣＬＥのボーカル。２月に６６
６所属となり、プロレスデビュー
している。そしてこのルールは
焼肉を食べてから闘うルール。
腹が満たされてからでは動きも
頭も鈍くなる。そんなデスマッ
チの最後はオリジナルの乞食が
フライングボディプレスでばっ
てんから勝利。ばってんにとっ
て乞食は天敵のようだ（カメラ：
ナム）。

６・１２博多大会《ＤＤＴ》
＞３ＷＡＹマッチ
○MIKAMIＶＳばってん●
(ＤＤＴ)
※もう一人は大石真翔（フリー）!

▼

災害、障害、老人や子供、
病人などの支援のボランティ
ア活動の社会貢献イベントを
やってる日本アーティスト・
コンソーシアムのイベントで
歌手、芸人、マジシャン、漫
画家、アスリート、パフォー
マーらが参加。第１回銀座で
は小猪木も紹介された。その
縁から今回の第２回高円寺で
のイベントで西プロを１試合
やった。小猪木対ヤングをイ
ベント側から指名。ヤングは
４月の山形と赤湯大会での挑
戦する筈だったが、カード変
更で流れてしまった為か王座
挑戦にやる気。小気味よい技
でヤングも攻め立てたが、小
猪木が小卍固めで貫禄の勝
利。９度目の防衛に成功した。
当イベント総合司会をエール
橋本が務めた。西プロもこの
ようなイベントには全面協力
する方向だ（カメラ：ＴＡＭ）。

15

三州ツバ吉に勝ち、喜ぶ焙煎！

15
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この試合も普通の１本勝負でなく、制限時間内にどち
らが多く関節技を取れるかというルール。時間は 分。
最初に取ったのは焙煎。３分過ぎに腕ひしぎ逆十字固め
で先制。二本目も焙煎が顔面絞めで連続先取。三本目は
２本目直後に三州ツバ吉（バンプマン）が踵固めで取り
返した。勝ち逃げしたい焙煎はエスケープも活かし、残
り 秒で駄目押しの足首固めで３ポイント。試合は焙煎
が３対１で勝利した。エスケープ回数では焙煎２回、三
州０回。エスケープなしだったらもっとこの試合、面白
かったかもしれない （カメラ：チーム焙煎）。

焙煎、ライバル山本裕次郎とタッグで勝利！ 石川雄規vs焙煎、寝技師弟対決！ 焙煎、寝技マッチで三州に勝利！

【西口激闘ダイジェストⅡ】

10

５・２９大袋大会《バトラーツ》
＞グラップリングルール
○焙 煎ＶＳ三 州●
（バンプマン）

師匠の石川雄規と闘えて喜ぶ焙煎！

石川塾とは関節技を勉強しつつ、公開で試合も行うとい
うという興行。リングはなく、マットのキャンパスの上で
グラップリングの試合を行う。今回、普通の１本勝負では
なく、制限時間内にどちらが多く関節技を取るかというルー
ルだ。焙煎の師匠に当たる石川雄規（バトラーツ）と焙煎
は当たった。先に行われた焙煎対三州は 分間だったが、
この試合は２分間となる。焙煎にとって、勝つ事が出来な
かったとしても最低、１本も取られずにドローにしたい。
しかし考えは甘かった。１本目は石川が１分３秒、ギロチ
ンチョークで、２本目は残り 秒でヘッドシザースで捕ら
え、師匠の勝利。焙煎が０対２で敗退した。だが、善戦の
焙煎だった（カメラ：チーム焙煎）。

▼

焙煎ＴＡＧＡＩはレギュラーでバトラーツに参
戦。今回、ライバルの山本裕次郎（チーム太田章）
とタッグを組んで、竜司ウォルター（バトラーツ）
＆那須晃太郎（スタイルＥ）組と激突した。寝技
の得意な焙煎＆山本組に対し、キックの那須とパ
ンチの竜司といった寝技組対打撃組の図式だ。焙
煎にとって山本がパートナーとは心強い。山本は
得意の寝技に持っていくと最後は那須をスリー
パーホールドで仕留めて勝利を得た。この様な寝
技対打撃戦と解りやすいカードも面白いカードだ
（カメラ：チーム焙煎）。

▼

６・６新木場大会《666》
＞スクランブルバンクハウス焼肉マッチ
○乞
食(666) 佐野(スタンリー)
乞食(二代目)(666)ＶＳば っ て ん●
Ｋｏｕｚｙ（666）
見 た 目 が

６・１２高円寺大会《日本ＡＣ》
＞小ＩＷチービーヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○小猪木ＶＳヤング●
※小猪木が９度目の防衛に成功！

５・２９大袋大会《バトラーツ》
＞グラップリングルール
○石 川ＶＳ焙 煎●
(バトラーツ)

▼

６・１９北千住大会《バトラーツ》
＞タッグマッチ
○山本(T太田章)
那 須(スタイルＥ)●
焙
煎ＶＳ竜 司(バトラーツ)

▼

小猪木の（右）美しい
小卍固 めで勝利！
実況レフェリーは
エール（左）が務めた！

▲パートナーの山本裕次郎の勝利に
誇らしく思う焙煎！

ベルトを確認する見た目が
（中）とつねお（左）！

ソヒ（右）の強烈なパンチに小猪木ＫＯ！

小猪木、チャリティー『～ing』でＶ９！ ばってん、地元福岡で敗退！ 6・6、666興行で6人タッグデスマッチ！
▼
▼

６・２０新宿大会《宴》
＞タッグマッチ
見た目が
ばってん●
○小 猪 木ＶＳ焙
煎

６・５新宿大会《GLADIATOR》
＞異種格闘技戦
○ソ ヒＶＳ小猪木●
（韓国）

６・１２北千住大会《スーパーFMW》
＞下町タッグ王座決定戦
○お祭り(フリー)
つ ね お●
レ イ(真下町)ＶＳ見た目が
※レイ＆お祭り組が初代王者となる！

▼

ＧＬＡＤＩＡＴＯＲで小猪木対女
子キックボクサーのハム・ソヒ（韓
国）の４度目の異種格闘技戦が東京
セコンドの我龍真吾（中）とよしえつねに場所戻して行われた。今大会は当
お（右）のアドバイスで作戦を練る！ エースの格闘家・ミノワマンや我龍
真吾などがいない大会となり、小猪
木が急遽呼ばれた。後はエキシビ
ションマッチをやった桜井〝マッハ
〟速人がスクランブル出場をした。
小猪木対ソヒ４回目の対戦となるも
緊張感は今だ衰えず、今回１Ｒ目か
らスピーディーな展開。２Ｒ目、小
猪木が寝技に誘い込み、逆エビ固め
を狙ったがロープに逃げられ勝機を
逃してしまう。３Ｒは粘る小猪木
だったが、戦略の左フックが小猪木
の顔面を捕らえ万事休す。負けたと
は言え、まだまだ成長する小猪木で
あった（カメラ：九雷）。
▲レフェリーは
たけむら光一
（DEEP OFFICIAL
IMPACT GYM ）

(5)

▼

＞タッグマッチ
鷲星座の魔鈴 （５分32秒
Ｍ く ん●
○Ｍr.マジック
片エビ固め） Ｍ沢ミニ晴
※ムーンサルトプレスからフォール！マジック＆魔鈴組は
タッグ王座設立かタッグリーグ、トーナメントを訴えた！

【結果表】
格闘探偵団バトラーツ『石川塾・公開授業』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）５月29日（日）試合開始14時（観衆＝30人）
＞シングルマッチ石川塾特別グラップリングルール（10分間）
○焙煎ＴＡＧＡＩ（３－１）三州ツバ吉（バンプマン）●
①焙煎（３分15秒 腕ひしぎ逆十字固め）
②焙煎（７分18秒 顔面絞め）
③三州（７分53秒 踵固め）
④焙煎（９分45秒 足首固め）
※エスケープ焙煎２回、三州０回！ルールは10分間にどちら
が多く関節技を取れるかというルール!焙煎が３対１で勝利！
＞シングルマッチ石川塾特別グラップリングルール（２分間）
○石川 雄規（バトラーツ）（２－０）焙煎ＴＡＧＡＩ●
①石川（１分３秒 断首式裸絞め）
②石川（１分45秒 頭絞め）
※ルールは２分間にどちらが多く関節技を取れるかという
ルール！焙煎が０対２でバトラーツのエースであり、
焙煎の師匠の石川に敗退！
西口プロレス『ストレッチ以上、エクササイズ未満』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成23年（2011年）５月31日（火）
試合開始19時30分（観衆＝300人）
＞タッグマッチ
○Ｌ・ヤング
（７分１秒
賀 川 照 子
Ｌ・乙羽屋
幽体離脱式体固め） ばってん多摩川●
※乙羽屋のセクシーＤＤＴからヤングがフォール！
＞ストリートファイトデスマッチ
○織田 浩義（６分49秒 体固め）寺本 英和●
※前回の好評からの再戦！セントーンからフォールで織田
リベンジ！二戦目で寺本越えを達成！
＞タッグマッチ
超能力少年ダイジ （６分32秒
Ｋ ぼ っ ち
○Ｄ
仮
面
片エビ固め）世界のうめざわ●
※耐えたブレーンバスターがえぐい角度で入り、
Ｄ仮面が勝利！
＞効果音タッグデスマッチ
○Ｔ・オバサン （６分17秒
Ｄ・ク サ イ●
長 州 小 力
体固め） 焙煎ＴＡＧＡＩ
※ラリアットからフォール！小力は西口初登場から10年！
＞６人タッグマッチ
見た目が邦彦 （14分33秒
Ｋ I Ｄ
○Ｈ 二 郎
三 平 × ２●
Ａ 小 猪 木
エビ固め） Ｇ 小 馬 場
※スワントーンからフォール！小猪木、二郎、見た目がは
西口初登場から10年！
＞西口プロレスヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○Ｒ・ローズ （９分41秒 体固め）Ｊ・スニーカー●
※ユダン・ハンセンの乱入が誤爆！ローズボトムから
フォール！ローズが16度目の防衛に成功！
GLADIATOR『Ｇ・シリーズ19「KOK武士(もののふ)II」』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成23年（2011年）６月５日（日）
試合開始18時30分（観衆＝600人超満員）
＞異種格闘技戦（１Ｒ３分３回戦）
○Ｈ・ソヒ（３Ｒ１分28秒 Ｋ Ｏ）Ａ 小猪木●
（韓国）
※小猪木対ソヒ４度目の対決！左フックに小猪木撃沈！
暗黒プロレス組織６６６『６６６vol.40』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）６月６日（月）
試合開始19時30分（観衆＝700人超満員）
＞６人タッグスクランブルバンクハウス焼肉デスマッチ
（時間無制限１本勝負）
○乞
食(666)（11分42秒
佐野直(スタンリー)
乞食(二代目)(666)
ば っ て ん 多摩川●
Ｋｏｕｚｙ （666）片エビ固め） 見 た 目 が 邦 彦
※焼肉を食べてから闘うルール！ＫｏｕｚｙはTOKIOの
山口達也の実弟でTHE CYCLEのボーカル！２月に666の
所属となり、プロレスデビューしている！オリジナル乞食
がフライングボディプレスでばってんから勝利！
西口ドア『ドアロックフェスティバル！』
東京・新宿ロフトプラスワン
平成23年（2011年）６月９日（木）
試合開始19時30分（観衆＝70人）
＞シングルマッチ
○Ｓ・ガンジー（５分11秒 逆エビ固め）Ｓ・ヤンジー●
※ばってんプロデュース試合！今までのコスチュームを
脱ぎ去り、黒パンのみで試合！ストロングスタイルに
変身したが、まだまだ課題は山積み！ばってんと３人で
ばってんボンバーズ結成か!?
＞タッグマッチ
○蓑島 大樹（８分１秒
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｌ・ヤング 横浜港橋式エビ固め)みんな大好き岩ちゃんマン●
※蓑島のベイブリッジが炸裂！岩ちゃんマンをフォール！

【リングサイド紹介】

＞１対２変則タッグマッチ
△Ｌ・ローズ（５分30秒 無効試合）Ｋ ぼっち△
Ｓ らんど
※ローズ大暴走!二人を抹殺したが､コスチュームを脱がせ
ようとした為､無効試合に！
＞タッグマッチ
けんちゃん
（12分20秒 よしえつねお●
○小蝶野正洋
体固め）見た目が邦彦
※合体サンドイッチキックからフォール！見た目が＆
つねお組は３日後の下町タッグ王座決定戦に黄信号！
＞ＷＧＤヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
○ばってん多摩川 （10分35秒 体固め）Ｓ・カブキ●
※国歌独唱で増井ココロ（イン・ダ・グルーヴ）が登場！
カブキがザ・グレート・カブキから応援メッセージを
貰い、この歌舞伎町でタイトルマッチに挑んだが、
ばってんボンバーでばってんが２度目の防衛に成功！

実況

日本アーティスト・コンソーシアム
『「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!Vol.2』

東京・高円寺ハイ 平成23年（2011年）６月12日（日）
試合開始11時（観衆＝100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（５分36秒 卍固め）Ｌ・ヤング●
※４・30山形と赤湯大会での挑戦する筈の試合が同大会で
急遽挑戦が決定！小猪木が９度目の防衛に成功！
ニューハーフプロレスダイナマイト・バンプ＆スーパーＦＭＷ
『スーパーＦＭＷダイナマイト・バンプ北千住シアターTHEATER1010～
大会』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成23年（2011年）６月12日（日）
試合開始12時（観衆＝130人）
＞下町タッグ王座決定戦（60分１本勝負）
○お祭りマッチョ(フ リ ー) （９分43秒 よしえつねお●
Ｂ ・ レ イ(真・下町)
体固め）見た目が邦彦
※雪崩式雷電ドロップからフォール！ブルース・レイ＆
お祭りマッチョ組が初代王者組となる！小島イケル（フリー)が
欠場し､お祭りマッチョが代打出場した！

解説

ＤＤＴプロレス『レスリングとんこつ2011』
福岡・博多スターレーン
平成23年（2011年）６月12日（日）
試合開始13時（観衆＝400人）
＞３ＷＡＹマッチ（30分１本勝負）
○ＭＩＫＡＭＩ（６分１秒 エビ固め）ばってん多摩川●
(ＤＤＴ)
※スワントーンからフォール!もう一人は大石真翔(フリー)!
ラン☆８プロレス『ラン☆８お笑いプロレス2011年６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）６月16日（木）
試合開始20時（観衆＝20人）
＞シングルマッチ
○Ｙ・ハンセン（６分58秒 体固め）しょうばしけんた(フリー)●
※ラリアットからフォール！
＞シングルマッチ
○Ｇ 小馬場（7分8秒 片エビ固め)Ｔ・ファンデス(フリー)●
※スーパー16文キックでテリー・ファンデスをフォール！
＞シングルマッチ
○ゲストロイヤー（４分６秒 足４の字固め）Ｄ・ハト●
※ドス・カラス似のドス・ハトが登場も敗退！
＞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（５分０秒 体固め）三沢が光晴●
※佐々ニシキは西口ドアの６・９新宿LPO大会より入団して
おり、こないだはセコンドを務めていた！今回、先輩に
あたる三沢がをノーザンライトボムで破り、佐々ニシキが
２度目の防衛に成功！

レフェリー

格闘探偵団バトラーツ『上司や先輩を殴る日』
東京・北千住シアター1010ミニシアター
平成23年（2011年）６月19日（日）
試合開始17時（観衆＝200人）
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
○山本裕次郎(T太田章)（16分35秒 那須晃太郎(ｽﾀｲﾙＥ)●
焙 煎 Ｔ Ａ Ｇ Ａ Ｉ
裸絞め） 竜司ｳｫﾙﾀｰ (ﾊﾞﾄﾗｰﾂ)
※グラップリングの得意な山本がｽﾘｰﾊﾟｰホールドで決めた！
宴-UTAGE-『HostFightNight宴-UTAGE-第三幕“DELUXE”』
東京・新宿FACE
平成23年（2011年）６月20日（日）
試合開始16時（観衆＝400人）
＞タッグマッチ
見た目が邦彦（9分36秒
ばってん多摩川●
○Ａ 小 猪 木
卍固め） 焙煎ＴＡＧＡＩ
※小猪木が試合中焙煎の串刺しラリアットを喰らい、記憶を無くし、
試合後病院に直行!軽い脳震盪で脳に異常なしと診断!

リングアナウンサー
リングガール
左：おかだあゆみ
右：tomoe

【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。

(７)

西口プロレス、『劇－１バトル』優勝！ TRIBELATE新宿大会！
6月19日、東京カルチャーカルチャーでの宇宙食堂主催
エチュード（即興芝居）グランプリ『劇－１バトル』に
エントリーした西口プロレスはアントニオ小猪木、
ユンボ安藤、倉富益二郎、松尾アトム前派出所の４人
のメンバーでエントリー！トーナメント戦を勝ち抜き、
見事第１回大会で優勝を果たした！

小力､『奇跡ゲッターブットバース!!』出演!

7月16日(土)TRIBELATE vol.33 〜Hybrid Club Fight〜
会場：新宿ＦＡＣＥ 17:30開場18:00試合開始
SRS席：8,000円 テーブル席：8,000円 RS席：6,000円
S席：5,000円 A席：4,000円 立見：3,000円
※いずれもドリンク別、当日券は全て+1,000円です。
お客様お問合せ先 03-6418-4820（株式会社TRIBELATE）
出場：アントニオ小猪木…他、実況：エール橋本,解説：ユンボ安藤

ばってん、ユニオン参戦！
【日時】2011年07月03日（日） 18:00開場 18:30開始
【大会名】七夕、4日前でも願いは叶う！2011
【会場】東京・新木場1st.Ring
【席種】指定席5000円（当日5500円）自由席4000円（当日4500円）
2大会通し指定席 9000円（10000円）2大会通し自由席 7000円（8000円）
U-18チケット 1000円 (当日のみ・要身分証)
※通し券は同日開催のDDT（12:30開場／13:00開始）が観戦できます。

6月11日（土）TBSテレビ系 『奇跡ゲッターブットバース
!!』に長州小力が出演した!

西プロ、スカパー２時間枠絶賛放送中！ 見た目が邦彦、ばってん、Mr．マジック、スタンリー参戦！

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！

7月4日(月)「スタンリー７」19:00開場19:15開始 会場：新木場1stRING
料金：全席自由3500円（当日500円増し）小・中・高自由席1000円(当日券のみ）
お問い合わせ：スタンリークラブ・興行案内係03-5272-3515
▼ニュースタンリースクランブル～タッグ７WAYマッチ～45分１本勝負
◎藤田ミノル＆竹田誠志vs澤宗紀＆ストロング中見vsガッツ石島＆山田太郎vsMr.マジック＆
見た目が邦彦vs翔太＆瀬戸口直貴vsたけむらこういち＆有山いいとも！＆桂ヤスヒロJr.＆
ピンクタイガー総帥
▼オープニングタッグマッチ20分１本勝負
◎矢野啓太＆ばってん多摩川vs小仲＝ペールワン＆ドミンゴ

小猪木、ＦＭ西東京『SPARK CHANNEL』！

FM西東京 84.2MHz『SPARK CHANNEL』小猪木は二週連続で出演！
毎週金曜日 19:30～20:00 再放送 土曜日21:30～22：00
☆一週目 6月24日（金）19：30～ 6月25日（土）21：30～（再放送）
☆二週目 7月1日（金）19：30～ 7月2日（土）21：30～（再放送）
西東京市以外から全国どこからでもインターネット経由お聞き頂けます。
サイマルラジオhttp://www.simulradio.jp/
『６６６新木場暗黒夏祭り２０１１』開催日：７月１８日（祝）会場：新木場１ｓｔＲＩＮＧ
iPhone iコミュラジ、スマートフォンでもお聴き頂けます！

見た目が、ばってん、６６６参戦！

【第一部】６６６＆アイスリボン合同興行 ＹＯＵＮＧリボンわっしょい！！ｖｏｌ．２
（ばってんのみ）
開 場：１２時００分 開 始：１２時３０分
★チケット◎最前列：４，０００円◎指定席：３，０００円※当日券は５００円アップ
【第二部】６６６ｖｏｌ．４１
開 場：１５時１５分 開 始：１５時３０分
★チケット◎最前列：４，０００円◎指定席：３，０００円※当日券は５００円アップ
【第三部】学プロ出身プロレスラーサミット
開 場：１９時１５分 開 始：１９時３０分
★チケット◎最前列：４，０００円◎指定席：３，０００円※当日券は５００円アップ
◆三大会通しチケット◎最前列：１０，０００円◎指定席： ８，０００円
チケットぴあにて発売中 http://t.pia.jp/ Pコード：594-666
詳細は http://www.triplesix.jp/ でご確認ください。

ラジークイーンもFM西東京出演！
６月６日に放送したＦＭ西東京『石井あす香と福田彩乃のグリーンルーム
へようこそ！』にラジークイーン（マンボー(オバサン)、レイチェル(KID)
、チェリー吉武）が出演した！
毎週月曜日 ２２：３０～２２：５９ サイマル放送で全国放送！

小猪木、ＦＭ白石『ラジプリ』レギュラー出演中！
ＦＭ白石『尻ミッターフジオのラジプリ』におなじみレギュラーコーナー
「アントニオ小猪木の小元気ですか～っ!?」のゲストに5/31アレス
(マジシャン)、6/7亜紀ひとみ(演歌歌手)、6/14涼原ゆき(グラビア)、
6/21ダイジが出演、21日はつねおがスタジオゲストで登場した！
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！

ばってん、ワラビー興行！
7月２日(土)プロフェッショナルレスリング・ワラビーPresents.『c.W.o』
会場：埼玉・蕨イサミレッスル武道館19:00 START／18:30 OPEN 全席自由3500円(当日500円UP)
プロフェッショナルレスリング・ワラビー事務局チケットセンター：spark_keita@hotmail.com

山形FM762ラジオモンスター「お笑いホスピタル」！

第２回西口エンタ寄席！

山形FM762ラジオモンスター「お笑いホスピタル」毎週木曜日19時～
世界のうめざわレギュラーコーナー「うめペディア」

小猪木、ＦＭ沼津出演！
５月28日、６月４、11、18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！

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２回西口エンタ寄席』
７月１６日(土) 18：00開場/18：30開演 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）

プロデュースライブ！
小猪木『安全地帯が最高でしょ！』出演！ 『激！！お笑いプロデュースライブ』７月１６日（土）13:30開場
14:00開演会場：新宿V-1スタジオ
５月３日の生放送のＦＭ白石『安全地帯が最高でしょ！』に
アントニオ小猪木が“元気”をテーマに出演した！

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！
週刊プロレスの「プロレス大好き芸人が綴るプロレス大好きコラム！ハチミツ二郎のプロレス
ばっかり見てたら芸人になっちゃいました」が隔週連載中！

小力、週刊実話増刊号でインタビュー！
『週刊実話増刊７月８日号週刊実話ザ・タブー』の「長州小力ヘビー級★
インタビュー」のコーナーで小力がロングインタビューを受けた！
この西口10年や自分の生い立ち、未来について語った！次号で小猪木が掲載！

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！

見た目が、つねお、カズミ出演！
７月１３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 開演/19:30料金：1000円

6･28小力､小猪木､二郎､見た目が
西口デビュー10周年パーティー！
西口プロレス６月大会を終えて、アントニオ猪木酒場新宿店にて
『西口プロレス2001年６月デビュー組10周年記念パーティー』を開催！
日時：６月28日（火）22時00分～場所：アントニオ猪木酒場新宿店 飲食代でご参加頂けます！
参加者：長州小力、アントニオ小猪木、ハチミツ二郎、見た目が邦彦
※当紙を店員に見せるか、６・28の西口プロレス見たと店員に伝えたら20パーセントＯＦＦ（当日のみ有効）！
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！

アントニオ猪木酒場！
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！

(8)

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～
2011.6.28(火)東京・新宿ＦＡＣＥ
第一試合 シングルマッチ
Ｋ

Ｉ

Ｄ

ＶＳ

ばってん多摩川

第二試合 タッグマッチ
ラブセクシー・ボウズ
ラブセクシー・ヤング

ブ ル ー ザ ー・デブロディ
アブドーラ・ザ・ブッチャン

ＶＳ

第三試合 シングルマッチ
寺 本

英 和

ＶＳ

織 田

浩 義

ＶＳ

カ ー ル ぼっち
超能力少年ダイジ
ダーティー 仮 面

第四試合 ６人タッグマッチ
賀川 照子
倉富益二郎
三 平 ×２

第五試合 西口プロレス2001年６月デビュー組10周年メモリアルタッグマッチ
アントニオ小猪木
長
州
小 力

見た目が邦彦
ハチミツ二郎

ＶＳ

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

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）

＜挑戦者＞
ユダン・ハンセン

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

ＶＳ

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。

