西口スポーツ

ローズ西口王座Ｖ17！タイ記録王手！
ユダン奪取失敗！ブッチャン仲間割れ！
突如，ブッチャンが仲間を攻撃！

▼

ユダンに強烈な地獄突き！

ユダン優勢もこれが勝敗を分けた！

６・２８新宿大会
＞西口ヘビー級選手権
＜王者＞＜挑戦者＞
○ローズＶＳユダン●
※ローズが17度目の防衛に成功！

西口プロレス６月大会。今大会は長州小力、アントニオ小猪木、ハチ
ミツ二郎、見た目が邦彦の４人の西口プロレス2001年６月デビュー組10
周年メモリアル記念試合が行われた。彼らも旗揚げメンバーと並ぶくら
い西口での功績は大きい｡試合は感動を呼んだ!更にメインでは西口プロ
レスヘビー級王者ローズの試合。４年間守り抜いてるローズに外国人軍
団の度重なる挑戦！今回外国人軍団のエース、ユダンが王座奪取目前に
事件勃発！その事件とは…。メモリアル大会と事件…一体どうなる!?
（６月新宿FACE大会カメラ：宮木和佳子）。

2011
▲圧倒的な強さと存在感を示す王者ローズ（右）！

８月号

▲外国人軍団を引き連れた挑戦者、ユダン（中）！

▲ユダンのパワーに対しローズ
は回転エビ固めなどの技巧技
で返す場面もあった !

【ローズの現西口ヘビー級
王座の記録表】

【西口マット内全王座連続防衛記録】
順 選手（組）名
王 座
期 間 防衛数
１ 小猪木＆世界組
西口タッグ
06･12～07･10 ⑱
２ ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･ﾛｰｽﾞ
西口ヘビー級 07･５～
⑰
３ アントニオ小猪木 小IWチービー 11･２～
⑩
３ アントニオ小猪木 小IWチービー 02･５～03･８ ⑩
４ 世界のうめざわ
西口ヘビー級 05･10～06･８ ⑨
６ 長州小力
小IWチービー 07･５～09･２ ⑧
６ ﾗﾌﾞｾｸｼｰ･ﾛｰｽﾞ
西口ヘビー級 01･９～02･９ ⑧
※11・７・25現在。２位のローズ、３位の小猪木は現役
王者！小猪木＆世界組は10ヶ月で18回防衛している！

▲

ブッチャンは、
ユダンだけでは
なく他の外国人
選手たちのこと
も容赦なく攻撃 !
倒れるｼﾞﾐｰ（奥）
デブロディ ( 右）!
▲ユダンは右で決死のラリアットを放った !

▲ユダン ( 右 ) の原爆投げは伸びがあり、
かなり効いた！

今年は２月に 周年記念興行を開催。今年は 周
年を押すと西口ＤＸは一旦は封印。２月から４ヶ月
経った今回の目玉は小力、小猪木、二郎、見た目が
の西口デビュー 周年記念試合（関連２面）。その
ビッグカードを差し置いて、西口プロレスヘビー級
選手権がメインで行われた。ラブセクシー・ファミ
リーは外国人キャラクター軍団と抗争中で王者ラブ
セクシー・ローズの持つ王座に連続挑戦している。
５月にジミー・スニーカーの王座挑戦を受け、（４
月の６人タッグ戦でローズがジミーにフォール負け
をしていた不安を吹き飛ばしての）王座防衛に成功。
そして今回ユダン・ハンセンが挑戦に名乗りを挙げ、
大型対決のゴングが鳴った。序盤からユダンは全開
に飛ばす。ロープに飛ばしてはラリアットの布石と
ばかりにフェイント技を出していく。場外乱戦に発
展。ここではローズが凶器を駆使して有利に進める
も、うるさいのがユダンのセコンド陣たち。ラブセ
クシーサイドもヤングが必死に闘う。肝心な二人は
リングに戻ってきた。ここで凶器や乱入者により、
不甲斐ない結果だけは避けたい。だが最後は意外な
展開が訪れた。ユダンが必殺ラリアットをぶち込み、
王座獲り目前でブッチャンがなんとユダンに地獄突
き。これは誤爆ではない。作為的な行動だった。油
断したユダンはローズボトムを喰らい、ローズが同
王座 度目の防衛に成功した。ユダンはラリアット
を決めた瞬間にフォールに行っていれば王座は移動
し、ユダンが新王者になっていたかもしれない。だ
が、ブッチャンの裏切りは計算外だったろう。ユダ
ンにとって悔やまれる結果となってしまった。ロー
ズも保持して４年２ヶ月目を迎え、西口マット内連
続防衛記録の （西口タッグ王座の小猪木＆世界組）
のタイ記録にも王手が掛かった。ただ、西口マット
内全シングル王座では連続防衛記録と保持期間は
ローズが断トツの１位で記録は更新中。素晴らしい
記録である。次のブッチャン戦で連続防衛タイ記録
を狙う。ブッチャンが獲ったとしても、またユダン
には王座挑戦して欲しい。

07･５ 新宿FACE 世
界 ○
獲
６ 鈴
鹿 小 猪 木 ○
①
６ 鈴
鹿 小 猪 木 ○
②
７ 新宿FACE 焙
煎 ○
③
９ 新宿PＢP 小 馬 場 ○
④
10 新宿FACE 倉
富 ○
⑤
08･１ 新宿FACE オバサン ○
⑥
５ 高
崎 見た目が ○
⑦
５ 新宿FACE Ｌ乙羽屋 ○
⑧
09･２ 新 木 場 小
力 ○
⑨
６ 浦
和 焙
煎 ○
⑩
９ 新宿FACE Ｌテルコ ○
⑪
10･１ 渋谷EAST ヤ ン グ ○
⑫
３ 新宿FACE Ｌ乙羽屋 ○
⑬
９ 新宿FACE 焙
煎 ○
⑭
12 新宿FACE ばってん ○
⑮
11･５ 新宿FACE ジ ミ ー ○
⑯
６ 新宿FACE ユ ダ ン ○
⑰
※西口マット全シングル王座連続防衛記録
はローズが17で新記録更新中。西口マット
内最多連続防衛記録は西口タッグ王座の小
猪木＆世界組の18｡○は勝ち(11･7･25現在)｡
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西口プロレス８月大会～夏休みがやめらんねぇ！～
８月３０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７月２７日（水）発売！ 0570-02-9999【Ｐコード：819-341】 お問い合わせ：西口プロレス事務局 03-6416-0218
７・30 小猪木我龍真吾引退興行、８・６小猪木ＧＬＡＤＩＡＴＯＲ淡路島大会、８・７小猪木喧王熊本大会、８・10 西口ドア、８・13 浅草花やしき、８・14 大磯大会（詳細 7 面）

小力 小猪木 二郎 見た目が
▲のっけから小力ラリアット！
二郎に炸裂 !（開始１分）
▲小猪木（上）の小卍固めは、見た目が
がカット！（２５分経過）

▲出た ! 二郎（左）の地獄の足４の字固め！（２０分経過）

▼小猪木 ( 左 ) と見た目がのアキレス
腱固め！序盤は寝技の攻防が続い
た！ (１１分経過）

▼きれいな帳尻合わせの見た目がジャーマン !(２２分経過）
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▼二郎（左）小猪木の緊迫の攻防は
途切れなかった ! （２３分経過）

寺本「次の決着戦はメインでやらせろ！」

６・２８新宿大会
＞ストリートファイトデスマッチ
○寺 本ＶＳ織 田●

寺本英和対織田浩義が今、西口プロレスで名物
カードになっている。２ヶ月前の初対決では寺本が
勝利。寺本を〝高い山〟と目標にし、織田は再戦を
要求。織田は２戦目にしと〝高い山〟越えを果たし
た。納得いかないのは寺本。寺本が「あの試合で負
けてない」と再々戦が決まった３戦目。好評カード
となってきた寺本対織田だが、
「次は西口のメイン
でやりたい！」と寺本が言い放つ。初対決は第３試
合、２回目は第２試合という扱いに納得いかない様
子。今大会のローズの西口ヘビー級戦、小力、小猪
木、二郎、見た目がの 周年記念特別試合よりも前
の前の第３試合に納得いかず、ファンにも「メイン
に相応しいか？」というアンケートまで徴集する強
行に出た。今回もルールに揉めたが、前回と同じス
トリートファイトデスマッチ。今回も観客が喜ぶ試
合を展開。３試合目となると技もお約束化してきた。
お互いの細腕チョップ合戦から寺本のお供え式パ
ワーボムに助走無意味式ブランチャー、織田の横に
流れるサイドブレーンバスターなど、試合は第１戦、
第２戦に比べるとプロレスも上手になってきてい
る。慣れてきた感が出て、本音を言えば前回、前々
回の方が緊張感があって面白かったが、今回も好評
な試合展開を見せた。たが、二人の闘いは始まった
ばかり。何十回何百回と闘っても、いい試合をやら
なければならない。終わりなきライバル同士の闘い
はこれからがスタート地点だろう。

▼手錠デスマッチに発展か !? 両者とも痛さ
に耐えきれず、すぐにはずした！

▼勝利の決め手 !? 寺本のローリングジャーマン！
実はプロレス界でも珍しい技だった！
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▼織田、寺本（下）に
飛び付きスリーパー !

寺本vs織田、３度目の対決！

01

▲二郎 ( 下 ) 力の差を見せつける投げっぱなしジャーマン！
（２４分経過）

▼またも前半は私服のままでの戦いに !
これもストリートファイトの醍醐味 !?
▼三度目は、
寺本の再勝利 !

年２月に西口プロレスが旗揚げ。今年の２月には 周年記念興行が盛大に行われた。
遅ればせながら長州小力、アントニオ小猪木、ハチミツ二郎、見た目が邦彦の４人が
年６月東京・板橋区立産文ホールで西口プロレスをデビューしている。この４人の功績
は大きい。 年にハチミツ二郎が松田大輔と『Ｍ １グランプリ』ファイナルに残れば、
翌年小力が『Ｒ １ぐらんぷり』ファイナルに残り大ブレイク。続いて小猪木が『とん
ねるずのみなさんのおかげでした』「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」優勝を果
たした。そしてプロレス界での実績も大きい。冬木軍後楽園ホール大会で登場してから
プロレスファンも西口に足を運ぶようになる。その後、小猪木はアイアンマンヘビーメ
タル王座獲得や力道山ＯＢ会主催昭和プロレスバトルロイヤルでの優勝を始めとした
トップレスラーとの数々の名勝負を残し、二郎は数々の対女子プロレス戦やメキシコで
のプロレスライセンス取得、マッスルロイヤルランブル優勝、ＤＤＴ両国大会出場など
で活躍。小力は全日本プロレスでＦ １タッグ王座を奪取（現在も保持）した。旗揚げ
メンバー同様、図り知れない実績を残している。そして見た目がだってそうだ。今やイ
ンディープロレスで引っ張り凧。現在、下町無差別級王者でもある。そんな４人のメモ
リアルマッチは小力＆小猪木組対二郎＆見た目が組で行われた。試合は 分１本勝負。
先発は小力と二郎。駆け引き戦から始まる。続いて小猪木と見た目がの寝技技術戦であっ
という間の 分が経過。小猪木対二郎も摩訶不思議な、技を掛けた方がフォールのカバー
に入るという高度な精神心理戦まで見せた。さて試合は残り時間５分。両軍が勝負に出
た。小力が見た目がに右腕バズーカを見せれば、小猪木と見た目がの終盤でのスピー
ディー溢れるクラッチ合戦。見た目ががコーナーポストからダイブしたところでゴング
が鳴り、 分フルタイムドローに終わった。西口プロレスでの 分フルタイムドローは
初で四者ならではの見事な攻防だったのではなかろうか。そして西口史上初のフルタイ
ムは、メモリアルマッチだからこそ、この結果でも納得ができる。そしてまだまだこの
４人には西口プロレスを牽引し、芸能界にお笑い界、プロレス界、格闘技界にと活躍し、
現在以上に活躍をして欲しいと祈る。興行終了後、アレクサンダー大塚、若翔洋をゲス
トに招き、４人の 周年記念パーティーも猪木酒場で華やかに行われた。今後の活躍に
も多いに期待したい。

▼小力小猪木の珍しい合体ブレーンバスター！（２４分経過）

▲試合終了後、４人の感謝を込めた姿に観客は拍手！
▲4 人は晴れ晴れとした表情で手を挙げた !

▲10 周年記念パーティーも盛大に行われた !
▲30 分やりきった４選手 + ポーク !
▲小力の高角度バックドロップ !
（２８分経過）

－

(2)

西口メモリアルマッチ！ 俺たちの10周年フルタイムドロー！

６・２８新宿大会
＞01年６月組特別タッグマッチ
△小猪木
見た目が△
小 力ＶＳ二
郎
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次で終わり!?それとも継続!?

－

－

▼

ダーティー （左）のチカンチョップに怯える賀川！

▼

▼

カール・ゴッチ流の倉富対カールぼっち（左）！

ダイジの超能力をバットで返す三平 （左）！

勝利したのに酔って倒れる三平（右）
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ＫＩＤが新ライバルにばってん多摩川を見つけ、シン
グルマッチで一騎打ちが実現した。平成プロレスに憧
れる両選手は手の内が合うようで、マニアなファンは
この一騎打ちに期待した。ゴング開始直後、ばってん
の雄叫びの間がまた微妙だったが、ＫＩＤも自ら叫び、
掴みの「ＫＩＤ」コールで会場を盛り上げ、ばってん
も更に雄叫びを上げ、両者のテンションは更にヒート
アップしていった。最近、ＫＩＤのコンディションがよ
いのか、それともばってんよりもキャリアの差を見せ
付けようとしてるのか、スピード＆テクニックを遺憾
無く披露する。スピードで敵わぬならばってんは相手
を寝かしてのあれこれのフェイントを駆使したロープ
ワーク技を披露し、アメリカンエルボーやオーイエー
ニードロップなど、工夫技を繰り出した。更に工夫し
過ぎたか、ポポポポーンエルボーを交わされると大技
合戦に発展。しかし、一日の長があるＫＩＤに歩があっ
たか、試合のペースを徐々に進めていく。最後はＫＩ
Ｄフルコースのソバットからの超前方回転エビ固め、
ハイキック、最後はコーナーポスト最上段からのダブ
ルダイビングニードロップでばってんを葬り、ＫＩＤが
先輩の意地を見せた。ばってんもＫＩＤのスピードに
負けた感があったが、反省すれば今後も期待できるい
い試合だった。試合後、ＫＩＤからばってんを讃える姿
もあり、お互いに認め合ってる様子。二人も寺本対織
田同様、 周年での生まれた新名勝負として今後もガ
ンガンぶつかって欲しい。

６・２８新宿大会
＞シングルマッチ
○ＫＩＤＶＳばってん●

新ライバル対決！ＫＩＤvsばってん！
▼KID（下）のシュバイン！
▼勝利は先輩の KID だった！

▼

６・２８新宿大会
＞タッグマッチ
デブロディ
ボウズ
○ブッチャンＶＳヤング●

ラブセクシー・ファミリー対外国人キャラ軍団の対決はメインのみな
らず、第二試合でも行われた。前回大会でラブセクシー・乙羽屋が襲撃
をされ今回は欠場。ラブセクシー・ヤングのパートナーに注目されたが、
ラブセクシー・ボウズが久々の登場を果たした。ボウズも改造されたの
かメイクもパワーアップしており、ラブセクシーの逆襲にも期待が掛か
る。外国人組はアブドーラ・ザ・ブッチャン＆ブルーザー・デブロディ
組の巨漢コンビ。ラブセクシー軍もトリッキースタイルで攻める。おま
けにボウズがブッチャンの地獄突き対策で体にオイルを塗り始めた。過
度のオイルは禁止だが、レフェリーのハンバーグ林の隙をついて塗り手
繰る。地獄突きが滑りヒットしない。しかしオイルも両刃の剣。自分が
原爆固めを狙った際には滑って決まらずの行動には会場も沸いた。この
オイルが災いしてか、ラブセクシー軍がペースダウン。ヤングが敵に捕
まる。デブロディにチェーンで首を絞められてのブッチャン地獄突きの
合体攻撃を始め、合体タックル、ダブル人間ソーセージ、ブッチャンエ
ルボーからデブロディのギロチンドロップ、更にブッチャンの毒針エル
ボーの殺人必殺技リレーを喰らったヤング。これだけのフィニッシュを
喰らったヤングも万事休す、病院送りかと思ったが、ヤングは奇跡的に
カウント２で返した。ヤングももうこれだけの耐えられる力を備えつけ
てたとは、誰もが逆転を信じたが、最後は何とも呆気なくブッチャンの
地獄突きに敗退。これだけ耐えたヤングへの期待もあっさり敗れ、期待
外れの結末になってしまった。しかし、完全決着はまだまだお預け。ブッ
チャン、デブロディも必殺技と合体技のオンパレードをカウント２で返
された屈辱は忘れないだろう。因縁は加熱する一方だったが、ブッチャ
ンのメインの仲間割れも今思うと不可解過ぎる（関連１面）。この先にも
注目される。

激突！加熱！ラブセクシーvs外国人軍！

６・２８新宿大会
＞６人タッグマッチ
賀 川
ぼっち
倉 富ＶＳ超能力●
○三 平
Ｄ仮面

豪華絢爛！６人タッグマッチ！

セ ミ前に行われた第４試合、三平 ２
×＆倉富益二郎＆賀川照
子組対ダーティー仮面＆超能力少年ダイジ＆カールぼっち組の
６人タッグマッチが行われた。セミのメモリアルマッチに対抗
してか６人一人ずつの入場。先輩は倉富とぼっち。後輩には厳
しい倉富にかなり期待したが、余裕を見せるファイト。倉富と
ぼっちは噛み合わない展開になってしまったが、
〝プロレスの神
様〟カール・ゴッチのファイトスタイルを魅せる倉富とカール・
ゴッチを全く知らないカールぼっちの対決も不思議な感覚だっ
た。続いて三平が登場。三平は酒を飲みながらの入場。三平も
余裕を見せた攻撃をしていたが、イスを使った攻撃を自爆した
り、ジャイアントスィングで目を回し、更に酔いを悪化させた
りと、お茶目な展開を見せる。次に出たのは賀川とＤ仮面。見
事な攻防を見せるもマスクが取れ中断のお約束もあり、ダー
ティーイリュージョンもありで試合は進む。要約出てきたのは
ダイジ。しかし、三平は何故か超能力返しができる男。そうな
ると三平がかなり有利に進める。更に三平は超能力に対抗して
念力を使い始めた。それにしてもイリュージョン、超能力、念
力と凄い試合だ。 分を越えたこの試合を制したのは三平が
チェーンを使っての常識ラリアット（右腕にチェーンを巻くが
左腕で決めるラリアット）でダイジをフォール。大満足の三平
は酒を飲み干し、吹き掛け、三平オンステージの試合であった。

▲ばってん（上）オーイエーニードロップ！ ▲迫力ある場外乱闘だった !

▲KID( 右 )、タカタニック！

▲ヤング ( 左 ) またも新技、足にスクリューしっぺ！西口版技のデパートだ !

▲背後から邪魔をするボウズ（右）! が、この後ヤング敗退！

▲改造され蘇り , より一層不気味なボウズ！
▲この試合に勝利しますます勢いづいた外国人軍だったが･・ ▲デブロディキック炸裂 !

(3)

10

ＴＲＩＢＥＬＡＴＥでの小猪木対ヤングの試合に元関取で格闘家の若翔洋、キックボクシングの我龍真吾が乱入！夢のタッグマッチ
が実現。その翌日は小猪木がマスクド・スーパースターの引退興行で一騎打ち！そして焙煎はフーテンプロモーションの『バチバチ』
初登場！埼玉県狭山市議会議員と激突した！その他、見た目がワンも開催した！

【西口激闘ダイジェストⅠ】

見た目がワンにジャイアント小馬場も出
場を果たした。最近は西口プロレス本興行
よりもラン☆８プロレスや見た目がワンに
力を入れているようだ。小馬場はフリーレ
（ＳＭＡＳＨ）
スラーのＹＵＪＩ ＫＩＴＯ
とタッグを組んで、ザ・オバサン＆翔太（フ
リー）のタッグチームと対決した。試合は
分１本勝負。二人合わせて２００キロの
体重にやられそうなりながらも小馬場はオ
バサンに最後はスーパー 文キックを華麗
に決めて勝利。久々の試合に健在振りをア
ピールした（カメラ
：アジ幸司）。
72

６・２６大袋大会《萩原実興行》
＞タッグマッチ
KITO(SMASH)
翔太(フリー)
○小 馬 場ＶＳオ バ サ ン●

16

主役の見た目が対ドラゴンソルジャー
ＬＯＷ（め組）の一騎打ちが行われた。
試合は変則ルールのシングルマッチ３本
勝負。一本目は風船割りルールでＬＯＷ
がプロレスラーの肺活量を活かして勝
利。二本目は歌対決でどちらも音痴で無
効試合となり、見た目がの勝ちは無く
なった。三本目を取っても１対１のド
ローとなってしまう。興行タイトルも『見
た目がワン』だけあって主役の負けは許
されない。決勝の三本目。プロレスルー
ルで見た目がは必殺見た目がクラッチで
ＬＯＷを下し、負けは逃れたが、このルー
ル、一本目、二本目は不必要だったので
はないかと試合が終わってから誰もが思
う試合であった （カメラ：アジャ幸司）。

見た目がワン興行で見た目が優勝逃す！ 見た目がワン興行で見た目がドロー！ 小馬場久々の試合にＳ16砲で勝利！

見た目がワン興行で最後に行ったのは 人
参加バトルロイヤル。自分のタイトルの興行
でやっぱり見た目がは優勝を狙いたいところ
だ。参加者は見た目が、ジャイアント小馬場、
焙煎、
ＫＩＤ、オバサン、よしえつねお、クリウ、
チェリー吉武、ドラゴンソルジャーＬＯＷ
（め
組）
、真殺鬼（フリー）
、お寺プロレスからモー
マイティ、タイガーベットシーン、雫あきが
参戦。そしてプロモーターである萩原実（フ
リー）が参戦した。見た目がはみんなに狙わ
れて敗退。最後に残ったのはＫＩＤと萩原だ。
優勝が決まる決勝戦で二人は手四つの攻防。
力で勝った萩原がそのままカウント３を奪い
優勝。地味に終わったが、優勝は萩原実でプ
ロモーターが優勝を掻っ攫った（カメラ：ア
ジャ幸司）
。

▼今回の焙煎は力を発揮しきれず
･･･現市議会議員の土方（上）に
敗北。次回に期待!

元学生プロレスで西口ドアにも出場し
たクリウが見た目がワンでのお寺プロレ
ス提供試合に出場を果たした。お寺プロ
レスは学生プロレスのＯＢやＯＧが結成
した団体で、その繋がりでクリウも呼ば
れたのだろう。試合はクリウ＆モーマイ
ティ（お寺プロレス）組対タイガーベッ
ドシーン（お寺プロレス）
＆雫あき（お
寺プロレス）組。女子の雫狙いだったが、
お寺プロレスのチームワークに劣勢、ク
リウが最後、雫のデスバレーボムを喰
らって敗退（カメラ：アジャ幸司）。

学プロ出身の本領発揮ができたクリウ（上）！

チェリー吉武、見た目がワンに登場！ マスクド萩原実デビュー戦につねお登場！ クリウ、お寺プロレスの試合出場！

マスクド萩原実（フリー）のデビュー
戦によしえつねおが務めた。マスクド萩
原実もこの興行プロモーターの名前でも
あるが、興行のイベントキャラクターの
マスクマンなのか、はたまたプロモー
ターの萩原実本人が謎のマスクマンに
なって闘っているのかは不明である。プ
ロフィール不明のマスクド萩原実だが、
名前が出てしまっているのが、更に謎を
呼ぶ。ただ、そんな中、つねおもデビュー
戦の相手を相手に容赦なく攻撃をする。
最後は体重を活かしたつねおのフライン
グボディプレスでマスクド萩原実に洗礼
を浴びせた（カメラ：アジャ幸司）
。

６・２６大袋大会《萩原実興行》
＞タッグマッチ
○ 雫 (お寺)
モー(お寺)
シーン(お寺)ＶＳク リ ウ●

見た目がワンでのタッグマッチ 分１
本勝負。焙煎はプロレスラーの真殺鬼（フ
リー）とタッグを組んで、
ＫＩＤ＆チェ
リー吉武のタッグと激突した。プロレス
ラーにＫＩＤがどこまで通用するかも注
目されたが、プロレスラーに負けない大
きさのチェリー吉武が奮起。今年１月に
も西口プロレスに登場しているチェ
リー。パワーに期待したが、やはりキャ
リアでは劣勢を強いられ、惜しくも敗退。
フィニッシュは真殺鬼の必殺技、斬鉄が
決まった（カメラ：アジャ幸司）
。

６・２６大袋大会《萩原実興行》
＞マスクド萩原デビュー戦
シングルマッチ
○つねおＶＳＭ萩原実(ﾌﾘｰ)●

47

６・２６大袋大会《萩原実興行》
＞タッグマッチ
○真殺鬼(フリー)
吉 武●
焙
煎ＶＳＫＩＤ

6･26大袋大会《萩原実興行》
＞変則ルールシングルマッチ
△見た目がＶＳＬＯＷ△
(め組)

14

▲見た目がフットスタンプ！

６・２６大袋大会《萩原実興行》
＞バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○萩 原（フリー）ＶＳＫＩＤ●
《参加者》見た目が、小馬場、焙煎、
ＫＩＤ、オバサン、つねお、クリウ、
チェリー、LOW(め組)、真殺鬼(フリー)、
モー(お寺プロレス)、シーン(お寺ﾌﾟﾛﾚ
ｽ)、雫(お寺ﾌﾟﾛﾚｽ)、萩原(フリー)
※萩原が優勝！

▲容赦ないつねお（上）！

▲勝利を祈るチェリー（右）！

▼レスラーとのミクストマッ
チとなり、いつもとは違う雰
囲気の中、西口勢も健闘！
それにしても久々の小馬場だ！

▲全員で集合写真！

▼

７・１６新宿大会《TRIBELATE》
＞タッグマッチ
若翔洋(フリー) 我龍(Fマスター)●
○小
猪
木ＶＳヤ
ン
グ

▼

▲小猪木戦が事実上のラスト戦となった！右はタイガー！

バトラーツに参戦中の焙煎が池田大輔率いるフーテンプロモーション『バ
チバチ』に初出場した。フーテンはバトラーツの枝分かれ団体で袂を別けて
いたが、バトラーツとフーテンも再び交流を始めた。今回の対戦相手は埼玉
県狭山市議会議員の土方隆司（フリー）だ。土方も元々バトラーツの一員で
後に全日本プロレスでも活躍。世界ジュニア王者にも君臨した。後に全日退団、
現在は議員を勤めながら、プロレスラーとしても活躍する。議員になっての
初戦は焙煎戦。初対決となる。お互いに不安を重ねての試合はお互いが得意
なスタイルのグランドで始まるかと思いきや、土方はバチバチに合わせてか、
打撃中心に繰り出す。寝技で勝負したい焙煎とは噛み合いが悪く、土方も格
の違いを見せたいせいか、焙煎の技には付き合わず仕舞い。お互いの長所を
欠いての試合となったが、最後は土方の膝十字固めがガッツリ入り焙煎敗退。
悔しいバチバチデビュー戦となった（カメラ：マサ・マホロバ）
。

▲

我龍(左)vs若翔洋（右）の
本物同士の緊張感溢れる試合に
観客も固唾を飲んだ！

10

チービーのベルトをかけた試合だったのが ・･ 我龍（中右）、若翔洋（中左）の
乱入により、急遽タッグマッチに ！

我龍vs若翔洋!

10

７・１７新木場大会《FIESTA》
＞M・スーパースター引退試合
△小猪木ＶＳスーパースター△
（アメリカ）

チーム分けの結果、小猪木＆若翔洋（フリー）
組対ヤング＆我龍真吾（Ｆマスター）組に決まった。
先発は小猪木とヤング。観客の注目は若翔洋対我
龍の異種格闘技ガチンコ対決となる。それまで小
猪木対我龍の攻防（小猪木のミドルキックと見せ
掛けたハイキックが我龍の顔面にクリーンヒット
する場面）があったり、ヤングのシッペやオクラ
ホマミキサーが若翔洋を捕らえたりと見所はあっ
たが、最大のクライマックスは相撲出身の若翔洋
とキックの我龍の階級を越えた異次元異種格闘家
対決は度迫力満点。我龍は巨漢殺しのローキック
からのロシアンフックを出せば、若翔洋は摺り足
で距離を縮めてからのラリアット風のショートレ
ンジフックの連打と、力の若翔洋対技の我龍の一
戦には固唾を呑んだ。最後はスーパーヘビー級の
若翔洋ラリアットが炸裂。小猪木とのダブルブレー
ンバスターからの二人体重を掛けたボディプレス
で小猪木組が勝利。我龍は２週間後の自分の引退
興行を告知。引退前に燃焼を誓う我龍はこの試合
も全力で楽しんでくれた。西口プロレスも我龍の
引退興行は全面協力することが決定。最後はみん
なでダァーッをしてＴＲＩＢＥＬＡＴＥバンド
フ
( リー の
) 生演奏でファンクなリズムで退場。
真夏の一夜の夢に幕を閉じた（カメラ：吉瀬晶子）
。
小猪木対ヤングの小ＩＷ
チービーヘビー級選手権を
ブチ壊して乱入してきた我
龍真吾（ファイティングマ
スター）と若翔洋（フリー）
。
我龍は小猪木と対戦を表明
し、急遽、小猪木＆ヤング
組対若翔洋＆我龍組のゴン
グが鳴った。小猪木とヤン
グは急展開に理解できず、
我龍になすがままされる。
最後は若翔洋がタックルで
二人を突き飛ばし圧殺秒殺。
納得いかない小猪木はチー
ムをシャッフルして再戦を
要求。グーパーで決めたが、
再び小猪木＆ヤング組とな
り、ヤングは「さっきと同
じチームでは意味ない！」
と即試合放棄。記録はテク
ニカルノックアウトとなり、
再びグーパー。小猪木＆若
翔洋組対ヤング＆我龍組に
決まった （カメラ：吉瀬晶子）。
▲急遽グーパーで組み合わせを決
めることに！

７・１６新宿大会《TRIBELATE》
＞タッグマッチ
○我龍(Ｆマスター)
ヤング●
若翔洋（フリー）ＶＳ小猪木

７・１６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ヤング△
※小猪木が10度目の防衛に成功！

焙煎、埼玉県狭山
市議会議員と対決！
若翔洋＆我龍！小猪木、ヤングを圧殺！ 豪快!夢の対決!

キック、格闘技イベントＴＲＩＢＥＬＡＴＥで
小猪木対ヤングの小ＩＷチービーヘビー級選手権
試合が行われた。６月にも挑戦したヤングだった
が、小卍固めに敗退。今回２回連続の挑戦となる。
小猪木自身も防衛回数を９まで伸ばしたが、９年
前奪取した同王座（第３代王者）時代、自己連続
防衛記録を を樹立し、今回、自己記録に並べる
かが注目だったが、記念試合も束の間、ゴングが
鳴った僅か数分後にキックボクサーの我龍真吾
（ファイティングマスター）が元関取で格闘家の若
翔洋（フリー）を引き連れて乱入。試合は無効試
合に 。
…我龍は急遽、試合を要求。小猪木Ｖ 試
合も度偉い展開となってしまった （カメラ：吉瀬晶子）。

流星仮面引退興行で小猪木乱入！ 小猪木Ｖ10も我龍、若翔洋乱入！
Ａ猪木、坂口征二、藤波辰巳などのライバルで米国のレジェ
ンドレスラー〝流星仮面〟マスクド・スーパースターの引退興行
が行われた。スーパースター＆初代タイガーマスク組対藤原喜明
＆ブラック・タイガーＶ組の引退試合でスーパースターがスイン
グネックブリーカーでＶから勝利し、引退セレモニーに突入。そ
こで突如、小猪木が登場した。スーパースターに〝忘れ物〟とば
かりに一騎打ちを仄めかすと会場やタイガーからイケイケの声
援。急遽エキシビションマッチが行われた。首四つから力任せに
小猪木を吹っ飛ばすと小猪木は猪木アリ状態に誘う。しかし、こ
こでスーパースターから「Ｙｏｕ ｗｉｎ！」と小猪木を讃え、
試合は終了した。誰もが先の試合で出さなかった必殺技フライン
グスリーパーを小猪木に披露するかと思ったが、不発に終わった。
だが、スーパースターの事実上のラストマッチは小猪木だったの
ではないかと当誌は記載したい（カメラ：ＣＨＩＢＡ）。

▼小猪木vsスーパースターの夢の対決が実現！

７・１８川崎大会《フーテン》
＞シングルマッチ
○土 方ＶＳ焙 煎●
(フリー)
７・１６新宿大会《TRIBELATE》
＞タッグマッチ
我龍(Ｆマスター)
ヤング●
○若翔洋（フリー）ＶＳ小猪木

▼

(4)

プロレス界史上初の７ＷＡ
Ｙタッグマッチが行われた。
７組 人の選手が入り乱れる
のだからリング上はグチャグ
チャだ。出場組は藤田ミノル
（東京愚連隊）
＆竹田誠志（ス
タイルＥ）組、
澤宗紀（バトラー
ツ）
＆ストロング中見（フリー）
組、ガッツ石島（ガッツワー
ルド）
＆山田太郎（６６６）組、
翔太（フリー）
＆瀬戸口直貴（大
阪プロ）組、ドン・たけむら
＆有山い
こういち Ｄ(ＥＥＰ）
いとも！（フリー）組が参加
する中、フィニッシュはピン
クタイガー総帥（ピンクタイ
ガーモンスター軍）
＆〝ＨＯＴ
ＳＴＡＦＦ〟桂ヤスヒロＪ
ｒ．
（フリー）組を下した見た
目が邦彦＆Ｍｒ．マジック組
の西口ドア軍が勝利（決着は
見た目がクラッチで総帥を
フォール）し、優勝した（カ
メラ：ナム）
。

ばってんがベロニカというア
メリカの女子プロレスラーと米
米タッグを結成した。ばってん
は日本人だが、本人は米国人の
つもり。言ってみればエセ米＆
本米タッグと言ったところか。
ばってんにとっては米国人は初
の絡み。憧れの米米タッグで勝
利したい。今回のルールは通常
のタッグマッチではなく、どち
らかがケチャップかマヨネーズ
を認めた場合のみ決着がつく
ルール。
「マヨネーズ」
「ケチャッ
プ」と、それぞれの主張を通し
ながら闘うのだが、違う方を発
言したら負けとなる。吉田がばっ
てんに足固めを決めてる間、都
宮がばってんの顔面にケチャッ
プ、ラー油、わさびを掛け、ト
ドメはタバスコでばってんが相
手の主張する言葉を発し、ギブ
アップ負けとなってしまった（カ
メラ：エクストリームパー
ティー）。

見た目が邦彦が頑固プロレスも初出場
を果たした。仲良しのピンクタイガー総
帥（ピンクタイガーモンスター軍）とタッ
グを組み、
ヤマダマンポンド（シークレッ
トベース）
＆バンビ（ＫＡＩＥＮＴＡＩ
ＤＯＪＯ）組と激突した。試合時間 分
に差し掛かろうとした時、なんとストー
カー・ＴＨＥ・キタハラ（フリー）が乱入。
女子プロレスラーのバンビを襲撃。ス
トーカー行為を続けていたのだ。試合は
没収試合。果たしてこの因縁に見た目が
邦彦は加わっていくのかも注目だ（カメ
ラ：西口プロレス）。

▼

頑固プロレス初出場に気合を見せる
見た目が！
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埼玉プロレス出場での相手はＴＨＥ健
康憂慮宇児（不明）。飾り職人・見た目
が邦彦は埼玉プロレス初出場に多いに張
り切る。しかし、謎の男健康憂慮宇児は
思ったよりタフネス振りを発揮。最後は
フライングボディプレスで飾り職人・見
た目が邦彦が敗れてしまった。やはり、
リングネームも飾り職人とか使わずに下
町無差別級王者の見た目が邦彦として
堂々と挑んでいって欲しかった。２日後
の見た目が邦彦 周年記念試合（関連２
面）に暗雲が立ち込めた（カメラ：ナム）。

－

▼

７・３新木場大会《ユニオン》
＞ケチャップorマヨネーズデスマッチ
○都宮(アイスリボン) ベロニカ(米国)
吉田充宏(フリ ー)ＶＳば っ て ん●

▼

リッキー・フジ（下）のブレーンバスター！

10

都宮に散々にやられなす術もなく
負けを認めたばってん！
顔にはケチャップが!

ばってんがインディープロレスのレ
ジェンドと激突した。元ＦＭＷにいた
リッキーー・フジ（フリー）
＆中川浩二
のコンビだ。インディーで活躍するばっ
てんにとっては緊張の一戦だ。ばってん
のパートナーはＫＥＩＴＡ ｉｎ ＴＨ
Ｅ Ｈｏｕｓｅ＊（ワラビー）だ。時間
無制限１本勝負で行われたが、リッキー・
フジの９９９９を喰らって、
ＫＥＩＴＡ
ｉｎ ＴＨＥ Ｈｏｕｓｅ＊がフォー
ル負け。だが、負けた悔しさよりもイン
ディーレジェンドレスラーと闘えたこと
が何よりも財産になったばってんであっ
た（カメラ：カノン）
。

▲公私共に仲が良い矢野(左)とばってん！

７・３西調布大会《頑固プロレス》
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
△総帥(PM軍) バンビ(K-DOJO)
見た目がＶＳヤマダマン(SB)△

６・２６大袋大会《埼玉プロレス》
＞シングルマッチ
○憂慮宇児ＶＳ飾り職人●
（不明）

!?

背中に書かれたＮＧワードを出
したら失格となるルール。フォー
ルも失格となる。ばってんは［肌
がボツボツ］というＮＧワード（以
下［ ］内がＮＧワード）で顔がボ
ツボツな時点で失格。
ＴＯＫＩＯの
山口達也の実弟のＫｏｕｚｙ
（６６
６）は［ハイキック］を出して失格。
試合中にあるテーマ曲がかかり始
めた。見た目がのテーマだ歌った
見た目がは［唄］により失格。次
にＧＥＮＴＡＲＯ
（フリーダムス）
はコーナーに乗った選手に［雪崩
式フランケン］を決めて失格。次
に乞食（６６６）が［ダブルアー
ムスープレックス］を出し失格。
最後に残るは葛西純（フリーダム
ス）と佐野直（国際プロレスプロ
モーション）
。葛西の［パールハー
バースプラッシュ］を出してしま
い失格。よって佐野が優勝した。
ちなみに佐野は［ファイヤーバー
ドスプラッシュ］で佐野は出した
ことないらしい （カメラ：ナム）。

ばってん、矢野啓太と友情タッグ勝利！ ばってん、インディーレジェンドと激突！ ばってん、憧れの米米タッグも敗退！

スタンリーでばってんと矢野啓太（ワ
ラビー）の友情タッグが結成された。
相手はばってんの天敵でもある小仲＝
ペールワン（６６６）＆ドミンゴ（フ
リー）の怪奇タッグと激突。ばってん
の苦手な小仲だったが、矢野とのコン
ビネーションは抜群。最後は矢野が新
必殺技のパーフェクトプレックスラー
ションというスピニングチョークのよ
うな技で小仲をギブアップさせ、友情
タッグが勝利した。次はばってんが小
仲から勝利をもぎ取りたい （カメラ：ナム）。

飾り職人・見た目が邦彦優勝！ 飾り職人・見た目が邦彦に改名も敗退！ 見た目が邦彦、頑固プロレス初登場！

見た目が邦彦がリングネームを飾り職
人・見た目が邦彦に変更。埼玉プロレス
に出場した。見た目が自身も埼玉県出身。
並びに越谷市ケルベロス道場はホームと
言えるくらいの会場だ。ここでバトルロ
イヤルに出場。４人だから４ＷＡＹかと
思ったが、勝ち残りルールのようだ。佐
野直（国際プロレスプロモーション）、
Ｔ
ＨＥ健康憂慮宇児（不明）を敗退させる
と最後はニセ森谷俊之（Ｍ資金）を見た
目がクラッチで破り優勝。先の憂慮宇児
に敗れた雪辱を晴らせた。西口よりも実
績のよい見た目が。いつか西口を退団し
てインディー一筋にやってく日も近い
（カメラ：ナム）

▲容赦ない健康憂慮宇児（上）！

６・２６大袋大会《埼玉プロレス》
＞４人参加バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○飾り職人ＶＳニセ森谷●
（Ｍ資金）
他の参加者＝佐野(国際PP)、
憂慮宇児(不明)
※飾り職人が優勝！

▼

ばってん、見た目が早々失格！
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ダンカン小鹿（ＢＷＡ
出身＝見た目が邦彦の学
プロ時代のリングネー
ム）も大会に参加を果た
した。マン・ツィンボー
（ＢＷＡ＝現趙雲子龍＝
新北京）、もずく２ｐａ
ｃ酢（ＮＵＷＡ＝現吉野
達彦＝ガッツワールド）
と日大プロレス研究会Ａ
を結成。相手はマグナム
ＫＹＯＴＯ
（立命館大＝
現忍＝６６６）＆ソル
ティー・キッドマン（立
命大＝現カブキキッド＝
ＣＺＷ）＆ダンカン椹木
（関西大＝現神威＝フ
リーダムス）組だ。強敵
である。小鹿と椹木のダ
ンカン対決もあり、粘っ
た日大プロレス研究会Ａ
も最後はマグナムのセン
トーンで小鹿を粉砕。小
鹿は涙の１回戦敗退。小
鹿の学プロ時代への思い
はここで終わってしまっ
た（カメラ：ナム）。

－

▲勝利した飾り職人！

７・２蕨大会《ワラビー》
＞タッグマッチ
中
川(フリー)
KEITA(ワラビー)●
○リッキー(フリー)ＶＳば っ て ん

７・４新木場大会《佐野直興行》
＞タッグマッチ
○矢野(ワラビー)
ドミンゴ(フリー)
ば っ て んＶＳ小
仲(６６６)●

▲出場選手全員の背中にNGワード！
この技を使ってはならない!

７・１８新木場大会《６６６》
＞学プロ出身レスラーサミット対抗Ｔ１回戦
［関西チームB］ ［日大プロレス研究会A］
○KYOTO（６６６）
もずく(Gワールド)
キッドマン(CZW)ＶＳツィンボー(新北京)
椹 木(FREEDOMS)
Ｄ
小
鹿●

桂三枝郎（福岡大での学プロ時
代のばってんのリングネーム）は
ヒマワリ（九産大＝現旭志織＝Ｋ
ＤＯＪＯ）と元気炭谷（九産大
＝現若鷹ジェット信介＝ハッスル
マンズ）と九州チーム（ＫＷＦ）
結成し、学生プロレス出身プロレ
スラーサミットトーナメントにエ
ントリー。１回戦はカト・チャン・
リ ー （城西大＝現加藤茂郎＝フ
リー）＆うちだゆキッド（法政大＝
現川嵜風馬＝ＲＩＮＧ）＆ドカベン
（東洋大＝現ＴＨＥ１０１＝６６
６）のＵＷＦ東学生プロレス連盟
Ｂと激突した。学プロ時代を今で
も誇りに思う桂三枝郎にとってこ
こで負けられない。１回戦は苦戦
したものの最後はヒマワリがうち
だゆに決めたひまわりボムで勝利
し、準決勝に駒を進めた。ちなみ
にこの大会のリングアナウンサー
は立命館大学出身のセーラー百合
岡（ユリオカ超特Ｑ＝トップカ
ラー）が務めた（カメラ：ナム）。

７・１８新木場大会《６６６》
＞学プロ出身レスラーサミットＴ決勝
［九州チーム(KWF)］［UWF関東学プロ連盟A］
ヒマワリ（K-DOJO） ヤブサメ(FREEDOMS)●
元気炭谷(ハッスルM)ＶＳ小 澤(６６６)
○三
枝
郎
セック(フリー)

カト・チャ
ン・リーに
腕を極めら
れる桂三枝
郎(ばって
ん多摩川)!

▼

桂三枝郎、悲願の学プロサミット優勝！ 桂三枝郎、決勝への布石技で勝利！ 桂三枝郎、危なく１回戦突破！
▼

無念ダンカン小鹿、まさかの１回戦敗退！

史上初！7WAYタッグ！優勝は西口軍！

１回戦をＵＷＦ関東学生プロレ
ス連盟Ｂを撃破し、準決勝に駒を
進めた九州チーム（ＫＷＦ）の桂
三枝郎（福岡大＝ばってん多摩川）
＆ヒマワリ（九産大＝現旭志織＝
Ｋ ＤＯＪＯ）＆元気炭谷（九産大
＝現若鷹ジェット信介＝ハッスル
マンズ）組は次に関西チームＢの
マグナムＫＹＯＴＯ
（立命館大＝現
忍＝６６６）＆ソルティー・キッド
マン（立命館大＝現カブキキッド
＝ＣＺＷ）＆ダンカン椹木 関
( 西大
＝現神威＝フリーダムス）組と激
突。激戦の末、ファイヤーバード
スプラッシュの映像を使ってから
のフォールでキッドマンを撃破。
映像を使ってのフィニッシュとは
学プロらしいが、今回のフィニッ
シュは決勝戦への布石とはまだこ
の時点では誰もが知る由もなかっ
た。桂だけが決勝にリアルにやる
。
決意をしていた（カメラ：ナム）
学生プロレス出身プロレスラーサミッ
ト６人タッグワンデイトーナメント戦が
行われた。今や学プロ出身者の進路がプ
ロレスラーになるという選手が増えてき
ている。そんな中、西口も見た目がやばっ
てんも出身者であった。学生時代の思い
をプロになってまでやるというのも男な
らではの事なのだろうか 。
…８組参加し
たトーナメントの決勝戦はばってん多摩
川が学プロ時代のリングネーム桂三枝郎
（福岡大）に戻して闘い、なんと決勝まで
残った。パートナーはヒマワリ（九産大
＝現旭志織＝Ｋ ＤＯＪＯ）＆元気炭谷
（九産大＝現若鷹ジェット信介＝ハッスル
マンズ）と組んで、ウルフ小澤（東海大
＝現怨霊＝６６６）＆ヤブサメ（城西大＝
現ＧＥＮＴＡＲＯ＝フリーダム）
＆セック
鈴木（国士舘大＝現翔太＝フリー）組と
激突。過去にばってんとＧＥＮＴＡＲＯ
の因縁もあり、凄まじい決勝戦となった。
最後は桂三枝郎のファイヤーバードスプ
ラッシュが本当に火を噴き、大先輩のヤ
ブサメを下し優勝。桂三枝郎の「絶対優勝」
という気持ちが現れた決死の回転ダイブ
の勝利であった（カメラ：ナム）
。

優勝!

７・１８新木場大会《６６６》
＞学プロ出身レスラーサミットＴ１回戦
［九州チーム(KWF)］ ［UWF関東学プロ連盟Ｂ］
○ヒマワリ（K-DOJO）
カト（フリー）
元気炭谷(ハッスルM)ＶＳうちだゆ(RING)●
三
枝
郎
ドカベン(666)
７・１８新木場大会《６６６》
＞学プロ出身レスラーサミットＴ準決勝
［九州チーム(KWF)］
［関西チームＢ］
ヒマワリ（K-DOJO）
KYOTO（６６６）
元気炭谷(ハッスルM)ＶＳキッドマン(CZW)●
○三
枝
郎
椹 木(FREEDOMS)

▲ポーク林（中）の
レフェリーチェックも
大変！裁ききった
ポークも立派だ!

７・４新木場大会《佐野直興行》
＞７ＷＡＹタッグマッチ
マジック
ヤスヒロ(フリー)
○見た目がＶＳ総
帥(ＰＭ軍)●
《その他の参加組》
藤田(東京愚連隊)&竹田(Ｅ)組、
澤(バトラーツ)&中見(フリー)組、
石島(ガッツワールド)&山田(666)組、
翔太(フリー)&瀬戸口(大阪プロ)組、
ドン・たけむら(DEEP)&有山(フリー)組！
※見た目が＆マジック組が優勝！
７・１８新木場大会《666=第二部》
＞ＮＧバトルロイヤル
《決勝戦》
○佐野(国際PP)ＶＳ葛西(FREEDOMS)●
＜参加者=失格順＞
ばってん、Kouzy(666)、見た目が、
GENTARO(FREEDOMS)、乞食(666)、
葛西、佐野(佐野以外失格)
※佐野が優勝！
ダンカン椹木(左)にミサイルキックを喰らうダンカン小鹿！

－

【西口激闘ダイジェストⅡ】

今ではオレゴンから
の手紙として使って
いる学生時代からの
技ソバットからの延
髄斬りを放つ桂三枝
郎(ばってん多摩川)!
学プロからそのファ
イトは今も変わって
いない！
▼左からヒマワリ(旭志 ▼最後は桂三枝郎(ばってん多摩川)の奥の手
ファイヤーバードスプラッシュでウルフ小澤
織)、桂三枝郎(ばって
から勝利！なんと初公開だった！
ん多摩川)､元気炭谷
(若鷹ジェット信介)！

(5)

見た目が邦彦とばってん多摩川がドインディープロレスで活躍中！あらゆる大会で優勝を成し遂げているようだ！
学プロ出身６人タッグトーナメントや７ＷＡＹタッグ、バトルロイヤルなど輝かしい活躍を見せた！

－

プロフェッショナル・レスリング・ワラビー『ｃ.Ｗ.ｏ』
埼玉・蕨ISAMIレッスル武道館
平成23年（2011年）７月２日（金）
試合開始19時（観衆＝80人）

【結果表】
萩原実主催興行『見た目が邦彦誕生日プラス５日記念興行
～第２回Ｍ１（見た目がワン）』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）６月26日（日）
試合開始時12時30分（観衆＝30人）
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
○雫
あ
き(お寺プロレス)（16分0秒 ﾓｰﾏｲﾃｨ(お寺ﾌﾟﾛﾚｽ)
タイガーﾍﾞｯﾄｼｰﾝ(お寺プロレス) 体固め） ク リ ウ●
※デスバレーボムからフォール！

＞タッグマッチ（時間無制限１本勝負）
中川浩二(ﾌﾘｰ)（14分17秒 KEITA in THE House＊(ﾜﾗﾋﾞｰ)●
○Ｒ・フジ(ﾌﾘｰ) 片ｴﾋﾞ固め)ば っ て ん 多 摩 川
※９９９９からフォール！
頑固プロレス『西調布地獄拳！』
東京・西調布格闘技アリーナ
平成23年（2011年）７月３日（日）
試合開始18時（観衆＝70人）

フーテンプロモーション『バチバチ44』
神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル 平成23年（2011年）７月18日（月）
試合開始17時（観衆＝450人）
＞シングルマッチ（30分１本勝負）
○土方 隆司（フリー）（7分50秒
膝十字固め）焙煎ＴＡＧＡＩ●
7
※４月に当選した埼玉県狭山市市議会議員と対決！土方は久々の試合！
暗黒プロレス組織６６６
『６６６新木場暗黒夏祭り2011第三部学プロ出身プロレスラーサミット』
東京・新木場1st RING 平成23年（2011年）７月18日（月）
試合開始19時30分（観衆＝700人超満員）

＞マスクド萩原実デビュー戦シングルマッチ（28分１本勝負）
○よしえつねお（６分33秒 片エビ固め）Ｍ萩原実●
(フリー)
※つねおのボディプレスでマスクド萩原実に洗礼！

＞学生プロレス出身プロレスラーサミット6人タッグワンデイトーナメント１回戦
［九州チーム(ＫＷＦ)］
［UWF関東学プロ連盟Ｂ］
○ヒマワリ(KAIENTAI-DOJO)（７分２秒
Ｋ・Ｃ・リー(フリー)
＞タッグマッチ（30分１本勝負）
元気炭谷(ハッスルマンズ)
うちだゆキッド(RING)●
△Ｐ総帥(PM軍)（14分59秒 バ ン ビ(KAIENTAI-DOJO)
桂
三
枝
郎 ｼﾞｬｯｸﾅｲﾌ固め)ド カ ベ ン(666)
見た目が邦彦 没収試合）ﾔﾏﾀﾞﾏﾝポンド(ｼｰｸﾚｯﾄﾍﾞｰｽ)△
※見た目が頑固プロレス初参戦もストーカー･THE・キタハラ（フリー） ※ひまわりボムからフォール！カト・チャン・リー組敗退！
桂三枝郎はばってん多摩川！
が乱入！女子のバンビを襲撃！

＞タッグマッチ（47分１本勝負）
○真殺鬼(フリー)（10分17秒 Ｃ吉武●
焙煎ＴＡＧＡＩ 体固め） ＫＩＤ
※斬鉄からフォールでチェリー吉武がやられた！

ユニオンプロレス『七夕、4日前でも願いは叶う！2011』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）７月３日（日）
試合開始18時30分（観衆＝400人超満員）

＞タッグマッチ（72分１本勝負）
YUJI KITO(SMASH)（13分13秒
翔太（フリー）
○Ｇ
小 馬 場 片エビ固め） Ｔ・オバサン●
※スーパー16文キックからフォール！

＞ケチャップorマヨネーズデスマッチ（30分１本勝負）
○都宮 ちい(アイスリボン)（５分４秒 ベロニカ(アメリカ)
吉田 充宏(フ リ ー) ＴＫＯ） ばってん 多 摩 川●
※通常のプロレスルールではなく、どちらかがケチャップかマヨネー
ズを認めた場合のみ決着がつくルール！「マヨネーズ」「ケチャップ」
と、それぞれの主張を通しながら闘うのだが、違う方を発言したら負
けとなる！吉田がばってんに足固めを決めてる間、都宮がばってんの
顔面にケチャップ、ラー油、わさびを掛け､トドメはタバスコでばって
んギブアップ！

＞変則ルールシングルマッチ（61分３本勝負）
△見た目が邦彦（１－１）ドラゴンソルジャーLOW(め組)△
①ＬＯＷ（29秒 風船割り）見た目が
②（２分21秒、無効試合）
③見た目が（９分59秒 見た目が固め）ＬＯＷ
※１本目風船割りルール、２本目は歌を歌い、３本目は通常の
プロレスルールでドロー！

佐野直自主興行『スタンリー７』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）７月４日（月）
試合開始19時30分（観衆＝200人）

＞バトルロイヤル
＞タッグマッチ（20分１本勝負）
＜決勝戦＞
○矢野啓太(ﾜﾗﾋﾞｰ)（15分34秒
ド ミ ン ゴ(ﾌﾘｰ)
○萩原 実（５分０秒 体固め）ＫＩＤ●
ばってん多摩川 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌﾟﾚｯｸｽﾗｰｼｮﾝ)小仲=ペールワン(666)●
(フリー)
※矢野必殺のパーフェクトプレックスラーションでギブアップ勝ち！
《参加者》
見た目が邦彦、ジャイアント小馬場、焙煎ＴＡＧＡＩ、ＫＩＤ、ザ
＞７ＷＡＹタッグマッチ（45分１本勝負）
・オバサン、クリウ、チェリー吉武、ドラゴンソルジャーLOW(め組)
Mr．マジック（９分３秒 “HOT STAFF”桂ヤスヒロJr.(フリー)
、真殺鬼(フリー)、モーマイティ(お寺プロレス)、タイガーベット ○見た目が邦彦 見た目が固め）Ｐ総帥(ピンクタイガーモンスター軍)●
シーン(お寺プロレス)、雫あき(お寺プロレス)、萩原実(フリー)
※プロレス界初の7WAYタッグ戦、見た目がクラッチで見事優勝！
※優勝は萩原実！
《その他の参加組》
埼玉プロレス
『旗揚げ第从从从从从厶(54)戦』
埼玉・越谷市ケルベロス道場
平成23年（2011年）６月26日（日）
試合開始18時（観衆＝30人）

＞学生プロレス出身プロレスラーサミット6人タッグワンデイトーナメント準決勝
［九州チーム(ＫＷＦ)］
［関西チームＢ］
ヒマワリ(KAIENTAI-DOJO)（５分37秒 Ｄ 椹 木(FREEDOMS)
元気炭谷(ハッスルマンズ)
Ｓ・キッドマン(CZW)●
○桂
三
枝
郎 体固め） マグナムKYOTO(６６６)
※ファイヤーバードスプラッシュの映像からフォール！マグナムKYOTO、
ｿﾙﾃｨｰ･ｷｯﾄﾞﾏﾝ、ダンカン椹木(さわらぎ)組を撃破！桂三枝郎はばってん多摩川！
＞学生プロレス出身プロレスラーサミット6人タッグワンデイトーナメント決勝戦
［九州チーム(ＫＷＦ)］
［UWF関東学プロ連盟Ａ］
ヒマワリ(KAIENTAI-DOJO)（２分14秒 Ｓ 鈴 木(フ リ ー)
元気炭谷(ハッスルマンズ)
ヤブサメ(FREEDOMS)●
○桂
三
枝
郎 体固め） Ｗ 小 澤(６ ６ ６)
※ファイヤーバードスプラッシュからフォール！ウルフ小澤、ヤブサメ、
セック鈴木組を下した桂三枝郎組が優勝！桂三枝郎はばってん多摩川！

【リングサイド紹介】

藤田ミノル(東京愚連隊)&竹田誠志(スタイルＥ)組、澤宗紀(バトラー
ツ)&ストロング中見(フリー)組、ガッツ石島(ガッツワールド)&山田太
郎(666)組、翔太(フリー)&瀬戸口直貴(大阪プロレス)組、ドン・たけ
むらこういち(DEEP GYM IMPACT))&有山いいとも!(フリー)組！

TRIBELATE『TRIBELATE.33』
東京・新宿FACE
平成23年（2011年）７月16日（土）
＞シングルマッチ（20分１本勝負）
○THE健康憂慮宇児（５分45秒 体固め）飾り職人・見た目が邦彦● 試合開始18時（観衆＝200人）

（不明）
※フライングボディプレスで下町王者がノンタイトルで敗退！

＞学生プロレス出身プロレスラーサミット6人タッグワンデイトーナメント１回戦
［関西チームＢ］
［日大プロレス研究会Ａ］
○Ｄ 椹 木(FREEDOMS)（７分56秒 もずく2pac酢(ガッツワールド)
Ｓ・キッドマン(CZW)
Ｍ・ツィンボー(新北京プロ)
マグナムKYOTO(６６６)
体固め）Ｄ
小
鹿●
※セントーンで敗退！ダンカン小鹿、マン・ツィンボー、もずく2pac酢組
は１回戦敗退！ダンカン小鹿は見た目が邦彦！

実況

解説

＞小ＩＷチービーヘビー級選手権試合
＜王者＞
＜挑戦者＞
△Ａ 小猪木（２分１秒 無効試合）Ｌ・ヤング△
※我龍真吾(ファイティングマスター)、若翔洋(フリー)が乱入により
無効試合！小猪木が10度目の防衛に成功！

＞４人参加バトルロイヤル
＜決勝戦＞
○飾り職人・見た目が邦彦（3分24秒 見た目が固め)Ｎ森谷俊之●
（Ｍ資金） ＞タッグマッチ
※優勝は飾り職人・見た目が邦彦！決勝戦でニセ森谷俊之を下し、
我龍真吾(Fマスター)（１分８秒
Ｌ・ヤング●
31日の自らの10周年タッグに弾み！退場順＝佐野直（国際プロレス ○若 翔 洋（フリー）
体固め） Ａ 小猪木
プロモーション）、THE健康憂慮宇児（不明）！
※キックボクサーの我龍と格闘家の若翔洋が夢の緊急合体も若翔洋
タックルで西口軍圧殺！

西口プロレス
『～チョップチョップ ちゃぷちゃぷ らんらんらん～』
東京・新宿ＦＡＣＥ
平成23年（2011年）６月28日（火）
試合開始19時30分（観衆＝500人超満員）
＞シングルマッチ
○Ｋ Ｉ Ｄ（８分13秒 エビ固め）ばってん多摩川●
※ダイビングダブルニードロップからフォール！
＞タッグマッチ
Ｂ・デブロディ（７分40秒 Ｌ・ボウズ
○Ａ・ブッチャン
体固め）Ｌ・ヤング●
※地獄突きからフォール！
＞ストリートファイトデスマッチ
○寺本 英和（６分49秒 後方回転原爆固め）織田 浩義●
※寺本はジャーマンスープレックスのつもりもローリングしてから
のブリッジでフィニッシュ！
＞６人タッグマッチ
賀川 照子（16分２秒 Ｋ
ぼ っ ち
倉富益二郎
超能力少年ダイジ●
○三 平 ×２
体固め）Ｄ
仮
面
※16分を越える試合はチェーンを使っての常識ラリアットから
フォール！
＞西口プロレス2001年６月デビュー組メモリアルタッグマッチ
（30分１本勝負）
△Ａ 小 猪 木（時間切れ 見た目が邦彦△
長 州 小 力 引き分け）Ｈ 二 郎
※西口プロレス初のフルタイムドロー！４人の俺たちの10周年に
会場からは感動の拍手！

＞タッグマッチ
○我龍真吾(Fマスター)（10秒 Ｌ・ヤング●
若 翔 洋（フリー） ＴＫＯ）Ａ 小猪木
※小猪木がミクストマッチ要求！グーパーで決めて、再び小猪木＆
ヤング組になるも、同じカードに即試合放棄して、グーパーを要求！
＞タッグマッチ
若翔洋(フリー)（７分34秒 我龍真吾(Fマスター)●
○Ａ 小 猪 木
体固め）Ｌ ・ ヤ ン グ
※小猪木＆若翔洋の凸凹タッグ結成プラス若翔対我龍の夢の対決も
観客が唸る大熱戦！最後は若猪凸凹タッグの合体ブレーンバスターに
我龍真吾撃沈！７・30我龍引退興行をアピール！退場曲もTRIBELATEBAND（フリー）の生演奏退場！
流星仮面FIESTA実行委員会
『「流星仮面FIESTA・FINAL」～マスクド・スーパースター引退試合
～Georgia Juvenile Justice & Make-A-Wish of Japanﾁｬﾘﾃｨｰ興行』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）７月17日（日）
試合開始12時30分（観衆＝310人超満員）
＞マスクド・スーパースター引退エキシビションマッチ
△Ａ 小猪木（１分０秒 引き分け）Ｍ・スーパースター△
（アメリカ）
※マスクド・スーパースターの事実上の引退試合は小猪木!?

リングアナウンサー

暗黒プロレス組織６６６
『６６６新木場暗黒夏祭り2011第二部666ｖｏｌ.41』
東京・新木場1st RING
平成23年（2011年）７月18日（月）
試合開始15時30分（観衆＝700人超満員）

＞ＮＧバトルロイヤル
《決勝戦》
○佐 野 直
（７分16秒
葛 西 純●
(国際プロレスＰ)
ＮＧ失格） (フリーダムス)
＞西口プロレスヘビー級選手権試合
＜参加者=失格順＞
＜王者＞
＜挑戦者＞
ばってん、Kouzy(666)、見た目が、乞食(666)、葛西、佐野
○Ｌ・ローズ（６分51秒 背面式体固め）Ｙ・ハンセン●
※ブッチャンがユダンと仲間割れ！その間、ローズがローズボトム (佐野以外失格)
からフォール！ローズが17度目の防衛に成功！小猪木＆世界組の持 ※佐野が優勝！

つ西口タッグ王座連続防衛記録18のタイ記録に大手！

レフェリー

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。

(７)

小力､『奇跡ゲッターブットバース!!』出演! 我龍真吾引退記念興行！
キックボクサーの我龍真吾（ファイティングマスター）がとうとう引退する！
７月30日（土）東京・京王プラザホテル八王子
開場：13時、開始：14時
チケット：VIP30000円、SRS15000円、RS12000円、S10000円、A7000円、B5000円
問い合わせ042-669-5477 ゲスト：アントニオ小猪木、エール橋本、ユンボ安藤…他

7月9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!

小猪木、喧王熊本大会！

小猪木、ＮＨＫＥテレ『すイエんサー』！

「タウンザバトルトーナメント喧王ism熊本大会」
8月7日(日) 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）
開場16:00 試合開始17:00
※ゲスト：アントニオ小猪木、実況：エール橋本、解説：ユンボ安藤
チケット：オールスタンディング前売5000円当日6000円
お問い合わせ：熊本BAR喧王 096-354-0720（21時より）

7月19日、23日アントニオ小猪木がＮＨＫＥテレ『すイエんサー』
「紙ヒコーキを超長～い時間飛ばした～い！！」に出演した！

西プロ、スカパー２時間枠絶賛放送中！ 焙煎、バトラーツ出場！
８月２１日(日)バトラーツ北千住大会
１７時試合開始 東京・北千住シアター1010ミニシアター
カード：シングルマッチ 焙煎ＴＡＧＡＩ対池田大輔（フーテン）
SRS席 6000円 自由席 5000円 小中生 1500円 ◇予約受付中 believers_sc@yahoo.co.jp

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！ 見た目が、ばってん、名古屋へ！
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6/28ハチミツ二郎、
7/5西村華奈穂(タレント)、7/12宿南幾未(声優=闘魂ガールズ)、7/19武田
桃子(ミュージカル女優)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！

８月７日（日）「今池プロレス商店街５」
愛知・千種文化小劇場（ちくさ座）１４：３０開場・１５：００開始
ＲＳ席 ５０００円 自由席 ３０００円 ※当日料金 各５００円アップ
※中学生以下は『自由席』に限り、当日のみ１０００円
お問い合わせ：スポルティーバアリーナ0523326866

山形FM762ラジオモンスター「お笑いホスピタル」！ ばってん『ShowTime』登場！
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」

翔太自主興行～ＳＨＯＷＴＩＭＥ！～
8月9日(火)会場・阿佐ヶ谷ロフトＡ 18:30開場19:30開始
《チケット》全席自由2000円(当日500円UP)※別途ドリンク代500円
決定カード 翔太VSばってん多摩川 ご予約：shota_eg@yahoo.co.jp

小猪木、ＦＭ沼津出演！見た目が、つねお、ぼっち、スーパーＦＭＷ！
６月25日、７月２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！

８月２１日（日）「スーパーＦＭＷ 静岡県島田市大会」
静岡・島田市総合スポーツセンターローズアリーナ（静岡県島田市野田1684-4）
全席自由 \5000（当日プラス\1000）開場AM11:30 開始PM12:00
お問い合わせ：０３－６３１４－１３５７（曽根企画）

小猪木、闘道館イメージモデル！ 小猪木、グラジ淡路島大会出場！
格闘技プロレスショップの闘道館の10周年を記念してアントニオ小
猪木が闘道館のイメージモデルを務めた！発売中の『Ｇスピリッツ
Vol.20』の表示裏の一面に掲載中！並びに闘道館スーパーバイザー
Ｙ1968が西口プロレス10周年を記念して９・19『闘道館スーパーバ
イザーＹ1968プロデュース西口プロレス10周年記念大阪大会』も
発表された！

三平＆倉富『週刊少年チャンピオン』！

東日本大震災復興チャリティーイベント “ＧＬＡＤＩＡＴＯＲ２１”
8月6日（土）OPEN17:00 START17:30 会場：兵庫・洲本市民交流センター体育館
問い合わせ：アート・ミューズ 0799-32-0394 SRS 8,000円 RS6,500円 自由5,000円

第３回西口エンタ寄席！
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３回西口エンタ寄席』
８月２０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）

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！

プロデュースライブ！

週刊プロレス！

『激！！お笑いプロデュースライブ』８月２０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！

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！

８・２１アントニオ小猪木生誕40周年＆
アントニオ小猪木芸名10周年記念パーティー！

西口プロレス浅草花やしき大会！

『アントニオ小猪木生誕40周年＆アントニオ小猪木芸名10周年記念パーティー』
日時：８月21日（日）20時00分～22時30分 場所：アントニオ猪木酒場新宿店
出演：アントニオ小猪木…他 司会：五十嵐直子（小猪木ガールズ）
チケット：男性5000円・女性3000円
（お店は26時まで営業しております。）
小猪木は8月22日生まれにより、8月21日の24時前から22日に跨ぐ時間にかけて小猪木
30代最後と40代突入に掛けてのカウントダウンの予定あり！

8月13日(土)、浅草花やしきにて、西口プロレスイベントが行われます!
出場：長州小力 他、実況:エール橋本、解説：ユンボ安藤。
詳細は決まり次第ブログにて発表！

西口プロレス大磯大会！
プロレスラー・長州力が夏季限定で海の家『大磯長州家』をオープン！
8月14日には長州力が一日店長を務め、長州小力、アントニオ小猪木ら西口プ
ロレス勢もイベントを開催することが決定!詳細は決まり次第ブログで発表!

西口ドア新宿大会！
8月10日（水曜日）「西口ドア～新たなる戦場へ！まだ手付かずの熱戦譜～」
西口ドアのタッグチャンピオンシップ開催決定！
12月、ドアの最強コンビが決定!
出場チーム、対戦カードはブログにて発表!
18：30開場 19：30試合開始
前売り：2000円
当日：2500円（１ドリンク含む）※全席自由席
会場：新宿ロフトプラスワン
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

小猪木、恋木神社のお祭り！
8月25日（木）福岡・恋木神社の夏祭りに、アントニオ小猪木も参加！
恋木神社：福岡県筑後市水田62-1(0942-53-8625)http://www.mizuta-koinoki.jp/koinoki

西口プロレス10周年記念大阪大会決定!
「～闘道館プレゼンツ～西口プロレス10周年記念大阪大会」
9月19日（月・祝）開場14:00試合開始14:30
兵庫・AI・HALL（伊丹市立演劇ホール）ＪＲ伊丹駅すぐhttp://www.aihall.com/
料金：特別リングサイド7500円 リングサイド6500円 指定Ａ席5000円 指定Ｂ席4000円
2階立見席3000円 （当日+500円）
【前売り券取り扱い】発売中! チケットぴあ0570-02-9999（Ｐコード：818-877）
ゲスト：ザ･グレート・カブキ、グラン浜田、男盛、アップルみゆき、救世忍者乱丸他

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！
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！
GREE！

(8)

西口プロレス7月大会～高い空、低いトペ～
2011.7.26(火)東京・新宿ＦＡＣＥ
第一試合 タッグマッチ
ラブセクシー・ヤング
ラブセクシー・乙羽屋

ジ ミ ー・ス ニ ー カ ー
ブルーザー ・ デブロディ

ＶＳ

第二試合 シングルマッチ
寺 本

英 和

ＶＳ

織 田

浩 義

ＶＳ

ダーティー仮面
世界のうめざわ

第三試合 タッグマッチ
実 況 マ ン
アントニオ小猪木

第四試合 超能力少年ダイジデビュー１０周年記念[ぼくの集大成!]炎の三番勝負!!!
超能力少年ダイジ

ＶＳ

カールぼっち
見た目が邦彦
長 州 小 力

ＶＳ

賀 川 照 子
Ｋ
Ｉ
Ｄ
焙煎ＴＡＧＡＩ

第五試合 ６人タッグマッチ
ばってん多摩川
三 平 × ２
ハチミツ 二郎

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＞
アブドーラ・ザ・ブッチャン

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。

