
力士の作り方



力士を作ってみよう！る作

力士のルール

① 身長は６．５ｃｍまで / 片足の長さは２．７ｃｍまで

② 四股名（力士の名前）は、地名や特産物の名前を含めたもの

用意するもの

牛乳パック

油性ペン、マジックなど  （水性ペンは、色が落ちてしまいます）

はさみ　や　カッター

身長
6.5ｃｍ
まで

片足の長さは２．７ｃｍまで
足を折り曲げて、土俵との接地面を広げてはいけません

テープやホッチキス等で力士を固定、強化してはいけません

（本場所参加後、力士の傷みが激しい場合、実行委員会でテープを使い力士を補修する事があります）

牛乳パックを何枚も合わせて厚みを増してはいけません

自分で立てない場合、参加が認められません

パソコン等で印刷した 画像又は絵　を力士に貼り付けることはできません

禁止事項



力士の作り方あれこれる作

好きな絵を描こう！

牛乳パックで紙相撲は、「人」の形にこだわる必要はありません。

アニメのキャラクター　や　好きなスポーツ　、　動物　、　建物　、　乗り物　なんでもＯＫです。　もちろんオリジナルもＯＫ。

簡単に作れる「型」を使う

ちょっと工作が苦手という方は、牛乳パックで紙相撲で過去活躍した力士を「型」としてお使い下さい。

①付録をコピーして力士を切り取る　→　②周りをなぞって、出来た線を切り取る　→　③好きな絵を描いたら、完成！

「型」の使い方

動画で作り方を見る

牛乳パックで紙相撲　力士作り方 検索 動画サイトYouTubeでうみぼうずさんが教えてくれます。



よくある質問る作

テープを使ってもいいんですか？

使って良いものは、　「牛乳パック（紙パック）」　と　「色を塗るためのペン」　のみです。

使っていけないものを具体的に挙げると、　「テープ」　「のりなどの接着剤」　「ホッチキス」　です。

Ｑ

なぜ、牛乳パックとペン以外を禁止しているのかと言うと、強くなりすぎる恐れがあり公平な勝負ができなくなるためです。

身長はどこからどこまで？

力士の身長は、力士を立たせた状態で測ってください。

床に足がついている所から垂直に測り、力士の一番高い所までが身長になります。

Ｑ

最近では、手に持っている物が力士の頭より高いデザインもありますが、

垂直で測る

「力士の形」＝「力士の体」　と見なされますので力士の一番高い所が身長となります。

また、接着剤などを使い牛乳パックを２枚合わせにすることも、強くなりすぎるため禁止しています。



よくある質問る作

紙製のパックであれば牛乳パックじゃなくていいの？

牛乳が苦手の方もいらっしゃいますので、紙製のパックであればＯＫです。

Ｑ

方眼紙、厚紙、コーピー用紙などの使用は、禁止とさせていただきます。



最高位 大関 最高位 関脇

さっぽろせき おしょろこま

引退 平25.5月 引退 平25.9月

初土俵 平22.3月 初土俵 平22.1月

部屋 百合が原小 部屋 ひがしくん

出身 札幌市 出身 鹿追町

上手出し投げ 前に出る相撲。

＜しこ名の由来＞ ＜しこ名の由来＞

百合が原小学校の生徒が 鹿追町で有名な魚

地元札幌市の力士をと名づけた

＜得意技、特徴＞ ＜得意技、特徴＞

浴びせ倒し 張り手、浴びせ倒し、

ふしこおやぶん もとまちやま

最高位 大関 最高位 関脇

引退 平26.3月 引退 平25.1月

初土俵 平23.5月 初土俵 平22.1月

親分は作った方の愛称(？)

＜得意技、特徴＞

出身 札幌市 出身 札幌市

部屋 実の里 部屋 楽味堂

＜しこ名の由来＞ ＜しこ名の由来＞

札幌市東区伏古から。 札幌市東区の元町地区から

＜得意技、特徴＞ ケンカ殺法

ぬりかべ式の浴びせ倒し

力士の型　パート１



最高位 前頭 最高位 十両

さつまおおすみ くまうし

引退 平25.3月 引退 平24.11月

初土俵 平23.11月 初土俵 平24.7月

部屋 ほぼピン 部屋 清水町

出身 鹿児島県 出身 清水町

かすたどん

最高位 前頭

＜しこ名の由来＞ ＜しこ名の由来＞

かつて日本の行政区分であった 十勝地方西部の町、

薩摩国・大隅国から 清水町の熊牛地区から。

＜得意技、特徴＞ ＜得意技、特徴＞

引きつけての寄り、投げ 浴びせ倒し

＜得意技、特徴＞

突き押し。　巨体。

初土俵 平23.11月

引退 平25.11月

出身 鹿児島県

部屋 ほぼピン

＜しこ名の由来＞

鹿児島県の銘菓から。

力士の型　パート２



＜しこ名の由来＞

札幌市西区琴似地区から。

ことにみらくるすたー

最高位 前頭

初土俵 平24.3月

引退 平26.9月

出身 札幌市

部屋 TAK

最高位 前頭 最高位 十両

頭の星がチャームポイント？

＜得意技、特徴＞

浴びせ倒し

おやまにとうへい おづつみそふとやま

引退 平27.1月 引退 平26.9月

初土俵 平26.1月 初土俵 平25.3月

部屋 AMBIK 部屋 春日部

出身 静岡県 出身 埼玉県

 突き押し

＜しこ名の由来＞ ＜しこ名の由来＞

静岡県小山町には自衛隊 春日部市にあるお茶屋さん

の駐屯地があることから 「おづつみ園」の名物、

抹茶ソフトクリームから

＜得意技、特徴＞

すばやく回る ＜得意技、特徴＞

力士の型　パート３



しん・せんだい まるやまもんすた

初土俵 平24.1月 初土俵 平24.3月

最高位 前頭 最高位 前頭

出身 宮城県 出身 札幌市

引退 平26.3月 引退 平27.3月

突き押し 浴びせ倒し

部屋 ほぼピン 部屋 ＴＡＫ

＜しこ名の由来＞ ＜しこ名の由来＞

宮城県の都市、仙台市から 札幌市中央区円山地区から。

モンスターのような姿であるため。

＜得意技、特徴＞ ＜得意技、特徴＞

＜得意技、特徴＞

突き押し

すしたろにゃん

最高位 前相撲

初土俵 平269月

引退 平27.1月

出身 福島県

部屋 福島

力士の型　パート４



宮城県

部屋 AMBIK

部屋 宮城

＜得意技、特徴＞

突き押し

突き押し

引退 平27.11月

引退 平273月

出身 静岡県

出身

＜しこ名の由来＞

富士山からの湧水が多く、

水神系列の神社が多いことから ＜得意技、特徴＞

初土俵 平26.9月

さんぜんちょう
ねんまえに

めいわにいたかも
しれないどらごん

最高位 前相撲

すいじんくらげ

最高位 前頭

初土俵 平26.5月

ペンゴ丸は親方のアカウントネームより。

＜得意技、特徴＞

＜得意技、特徴＞回りながら押す

＜しこ名の由来＞神奈川県藤沢市にある

鹿追町で有名な魚東京の多摩地方から。美味しいパンケーキから

神奈川

部屋 東京

＜しこ名の由来＞

突き押し

引退 平27.11月

引退 平27.11月出身 神奈川県

出身 東京都部屋

前頭
初土俵 平26.1月

初土俵 平269月

ぱんけーきちゃん

最高位 前頭
最高位

たまのぺんごまる
じゅにあ

力士の型　パート５


