
位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

しれとこ あさひやま （TAK） 知床 西岡（オホーツク） 旭山 四津
前頭16 旭山旭山旭山旭山 24・札幌

前頭16 知床知床知床知床 36・オホーツク

にしおかぱんだ よつもんすこっと 西岡 知床（びーと）（TAK） 四津 旭山
前頭15四津文酢子戸四津文酢子戸四津文酢子戸四津文酢子戸 24・札幌

前頭15 西岡西岡西岡西岡パンダパンダパンダパンダ 21・札幌

かいようまる ほっかいちゃん 陽丸 屯田（ハッピーＲ）（函舘） ほっ 倶知
前頭14ほっかいちゃんほっかいちゃんほっかいちゃんほっかいちゃん 20・札幌

前頭14 開陽丸開陽丸開陽丸開陽丸 20・江差

とんでん くっちゃんやま 屯田 陽丸（TAK）（ハッピーＲ） 倶知 ほっ
前頭13 倶知安山倶知安山倶知安山倶知安山 26・倶知安

前頭13 屯田屯田屯田屯田 24・札幌

くしろしつげん とよひらがわ 釧路 桃山（札幌）（釧路） 豊平 稚内
前頭12 豊平川豊平川豊平川豊平川 27・札幌

前頭12 釧路湿原釧路湿原釧路湿原釧路湿原 26・釧路

ももやま わっかない 桃山 釧路（百合が原小）（びーと） 稚内 豊平
前頭11 稚内稚内稚内稚内 23・稚内

前頭11 桃山桃山桃山桃山 21・三笠

つがるかいきょう かむい 津軽 苗穂（百合が原小）（函舘） 神威 不亜
前頭10 神威神威神威神威 20・積丹

前頭10 津軽海峡津軽海峡津軽海峡津軽海峡 31・福島

ふぁくとりい なえぼふくめんやま 不亜 神威（楽味堂）（TAK） 苗穂 津軽
前頭9 苗穂覆面山苗穂覆面山苗穂覆面山苗穂覆面山 20・札幌

前頭9 不亜九鳥不亜九鳥不亜九鳥不亜九鳥 23・札幌

ろくごう しんたことに 麓郷 納沙（楽味堂）（富良野） 新た オシ
前頭8 新新新新たたたた琴似琴似琴似琴似 21・札幌

前頭8 麓郷麓郷麓郷麓郷 24・富良野

おしょろこま のさっぷ オシ 新た（根室）（ひがしくん） 納沙 麓郷
前頭7 納沙布納沙布納沙布納沙布 32・根室

前頭7 オショロコマオショロコマオショロコマオショロコマ 23・鹿追町

はちけんのうみ るねさんす 八軒 網走（TAK）（TAK） 留根 測量
前頭6 留根算酢留根算酢留根算酢留根算酢 21・札幌

前頭6 八軒八軒八軒八軒のののの海海海海 22・札幌

そくりょうざん あばしり 測量 留根（百合が原小）（室蘭） 網走 八軒
前頭5 網走網走網走網走 23・網走

前頭5 測量山測量山測量山測量山 25・室蘭

おおどおり あさりがわ 大通 開陽（小樽）（百合が原小）朝里 野幌
前頭4 朝里川朝里川朝里川朝里川 34・小樽

前頭4 大通大通大通大通 22・札幌

さっぽろぜき ひがしくん 札幌 利尻（ひがしくん）（百合が原小）ひが 元町
前頭3 ひがしくんひがしくんひがしくんひがしくん 20・札幌

前頭3 札幌関札幌関札幌関札幌関 24・札幌

かいようだい のっぽろりき 利尻 大通（笑くぼ）（楽味堂） 元町 朝里
前頭2 野幌力野幌力野幌力野幌力 24・江別

前頭2 開陽台開陽台開陽台開陽台 21・中標津

しのろやま とかちがわ 琴似 大雪（十勝）（ハッピーＲ） 大雪 襟裳
前頭1 十勝川十勝川十勝川十勝川 35・十勝

前頭1 篠路山篠路山篠路山篠路山 21・札幌

らわんぶき まつまえじょう TAK 琴似（松前）（楽味堂） 襟裳 TAK
小結小結小結小結 松前城松前城松前城松前城 21・松前

小結小結小結小結 螺湾蕗螺湾蕗螺湾蕗螺湾蕗 21・足寄

もとまちやま 開陽 札幌（楽味堂）
関脇関脇関脇関脇 元町山元町山元町山元町山 24・札幌

たいせつざん りしりふじ 野幌 ひが（利尻富士）（大雪） 篠路 十勝
関脇関脇関脇関脇 利尻富士利尻富士利尻富士利尻富士 22・利尻富士

関脇関脇関脇関脇 大雪山大雪山大雪山大雪山 29・大雪山

ことにかぜ （TAK） 十勝 松前
大関大関大関大関 琴似風琴似風琴似風琴似風 26・札幌

えりもみさき たっく 松前 螺湾（TAK）（日高） 螺湾 篠路
大関大関大関大関 ＴＡＫＴＡＫＴＡＫＴＡＫ 24・札幌

大関大関大関大関 襟裳岬襟裳岬襟裳岬襟裳岬 33・襟裳

名前/かな/年齢/出身/部屋 名前/かな/年齢/出身/部屋

牛乳パックで紙相撲 　平成22年7月ー8月場所
表内の☆＝勝ち越し、★＝負け越し、○＝勝ち、●＝負け、□＝不戦勝、■＝不戦敗、や＝休場
【【【【東東東東】】】】 【【【【西西西西】】】】



順番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 順番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

87

65

いしかりはま （石狩）
43 石狩浜石狩浜石狩浜石狩浜 23・石狩

さろまこ ましけあらし （TAK）（オホーツク）
2 増毛嵐増毛嵐増毛嵐増毛嵐 25・増毛

1 佐呂間湖佐呂間湖佐呂間湖佐呂間湖 28・佐呂間町

前相撲

名前/かな/年齢/出身/部屋 名前/かな/年齢/出身/部屋


