
表内の☆＝勝ち越し、★＝負け越し、○＝勝ち、●＝負け、□＝不戦勝、■＝不戦敗、や＝休場　ヤ＝取組なし

【東】 【西】
位置 しこ名（力士の名前） 年齢・出身 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 位置 しこ名（力士の名前） 年齢・出身 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計（部屋） （部屋）か　な か　な

横綱 湘南の風
神奈川しょうなんのかぜ

大関 後楽園 大関 ノルベサ☆ノリア
春日部 札幌こうらくえん のるべさのりあ

大関 トッカリ大将 大関 福島富士桜 カド番

室蘭 AMBIKとっかりたいしょう ふくしまふじざくら

大関 西荻乃山 大関 江戸緑 大関復帰

UstToday ほぼピンにしおぎのやま えどみどり

関脇 関脇 銀屏風
室蘭 室蘭ちゃらつないじぇい ぎんびょうぶ

小結 桜じバッタ 小結 どすこい静岡
鹿児島 AMBIKさくらじばった どすこいしずおか

邪虎若光 加賀ハ輝雪
じゃこじゃっこ 石川じゃこじゃっこう かがはｔるゆき

ひがしくん 高幡不動明王式神　斬鬼弐

ひがしくん ほぼピンひがしくん たかはふどうみょうおうしきがみざんきに

室蘭産うみうっみ 札幌河野海
マスクドうみうっみ おにぎりあたためますかむろらんさんうみうっみ さっぽろかわのうみ

不二ノ鳶 一色こみ～
愛知 AMBIKふじのとび いっしこみ～

魚雷入鹿池 クラーク羊ケ丘
愛知 札幌ぎょらいいるかいけ くらーくひつじがおか

駿が義 ティ笏湖
AMBIK ほぼピンするがよし てぃこつうみ

清水ロケット 備前長船
清水町 岡山しみずろけっと びぜんおさふね

なごやたくとやま 一色はじめ
愛知 AMBIKなごやたくとやま いっしきはじめ

ぐみ沢熊兄弟 発南ももの海
AMBIK 発寒ぐみさわくまきょうだい はつなんもものうみ

御殿場富士Ⅲ世
AMBIK 春日部ごてんばふじさんせい のだあーるつーでぃーつー

中島宮城 ヨウサワスクリーム
AMBIK AMBIKなかじまみやぎ ようさわすくりーむ

湘南トカゲ かすかびあん
神奈川 ほぼピンしょうなんとかげ かすかびあん

金木札幌山 直角乗鞍
発寒 岐阜かねきさっぽろやま ちょっかくのりくら

白鳥大橋
室蘭 発寒はくちょうおおはし せかいさいきょうのすぽーつまんふろむはっさむ

備前焼
ほぼピンびぜんやき

牛乳パックで紙相撲 　平成29年5月-6月場所

32・神奈川県 年齢が青字の力士は休場の可能性、年齢が赤字の力士は引退の可能性があります。
（引退ルール：横綱は４連敗で引退等、大関以下は３２才以上の力士が引退等）

36・岡山県 26・札幌市

30・室蘭市 27・静岡県

26・東京都 35・東京都

チャラツナイ・J 28・室蘭市 28・室蘭市

6-7勝で大関 7勝で大関

27・鹿児島県 31・静岡県

前頭１
27・山口県

前頭１
25・石川県

前頭２
41・札幌市

前頭２
34・東京都

前頭３
24・室蘭市

前頭３
25・札幌市

前頭４
28・愛知県

前頭４
28・静岡県

前頭５
31・愛知県

前頭５
26・札幌市

前頭６
29・静岡県

前頭６
33・千歳市

前頭７
33・清水町

前頭７
27・岡山県

前頭８
25・愛知県

前頭８
30・静岡県

前頭９
28・静岡県

前頭９
23・札幌市

前頭10
30・静岡県

前頭10 野田R2D2
37・千葉県

前頭11
27・静岡県

前頭11
30・静岡県

前頭12
32・神奈川県

前頭12
39・埼玉県

前頭13
23・札幌市

前頭13
24・岐阜県

前頭14
32・室蘭市

前頭14
世界最強のスポーツマンfrom発寒 25・札幌市

前頭15
41・岡山県

前頭15



十両

位置 しこ名（力士の名前） 年齢・出身 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 位置 しこ名（力士の名前） 年齢・出身 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計（部屋） （部屋）か　な か　な

江ノ電丸 芦別タング郎
神奈川 芦別えのでんまる あしべつたんぐろう

加賀焼 篠路の星
石川 篠路かがやき しのろのほし

こおりやまななちゃん 夢の富士娘
福島 AMBIKこおりやまななちゃん ゆめのふじむすめ

あそゴールデンオロチ 西岡艦隊
西原村 TAKあそごーるでんおろち にしおかかんたい

たかくら号 東屯田蟹
福島 TAKたかくらごう ひがしとんでんがに

マチコデラックス発寒の山 小幌の赤い熊蜂
TAK マスクドうみうっみまちこでらっくすはっさむのやま こぼろのあかいくまんばち

厚別茶色の塔 西原サイリュウ
シモトピック 西原村あつべつちゃいろのとう にしはらさいりゅう

幕下トーナメント
菅沼ダルマッシュ えべつ丸

AMBIK 野幌すがぬまだるまっしゅ えべつまる

水戸千波 ヨット丸
茨城 神奈川みとせんば よっとまる

円山ヌッシー 金太郎侍
TAK AMBIKまるやまぬっしー きんたろうざむらい

さっぽろ夕暮れの島 りくなごや
札幌 愛知さっぽろゆうぐれのしま ７日目 ８日目 りくなごや

苫小牧ははち 高尾さん千秋楽ピースマイル 春日部とまこまいははち たかおさん
宮の沢顔力士 おにぎりハカタ丸

発寒 西原村みやのさわかおりきし おにぎりはかたまる
発寒のっぺらぼう 清見丸

発寒 ウェルコミュニティ飛騨はっさむのっぺらぼう きよみまる
発寒ほのぽの丸 入鹿池カンガルー

発寒 愛知はっさむほのぽのまる いるかいけかんがるー

残念ながら今回、本場所進出者決定トーナメントで引退した元幕内力士。

決勝進出【三段目】 飛騨のキティー山 御殿場ねこにゃん 多摩のペンゴ丸３号 武里団地関
（ウェルコミュニティ飛騨） （春日部） （東京） （春日部）ひだのきてぃーやま ごてんばねこにゃん きたかすかべきゅーのすけにごう たまのぺんごまるさんごう たけさとだんちぜき

スマイル中山 定山渓かっぱ
（春日部） （ウェルコミュニティ飛騨） （札幌）はごいたすりーでぃーわん すまいるなかやま じょうざんけいかっぱ

はっさむだんち～ず 高山うさ丸 ウリスウジラ ひごうみぼ
（発寒） （高山） （ウェルコミュニティ飛騨） （北海道） （西原村）はっさむだんち～ず たかやまうさまる うりすうじら あげあげようていざん ひごうみぼ

大谷地ゃん おし山こもり 発寒くらげのやま 余市山 おにぎり山 あそミライ丸
（札幌） （西原村） （発寒） （オーク会） （おにぎりあたためますか） （西原村）おおやちゃん おしやまこもり はっさむくらげのやま よいちやま おにぎりやま あそみらいまる

曙いちごショートケーキ丸 真駒内戦国自衛隊丸 西岡宏イン みそにこみゃーちゃん 加牙丸 裏参道一乃海
（ピースマイル） （愛知） （石川）あけぼのいちごしょーとけーきまる まこまないせんごくじえいたいまる にしおかひろいん みそにこみゃーちゃん かがまる うらさんどうかずのうみ

鼻山鼻 クシロイッポンメグミ 南郷岳 コレクション豊平
はなやまはな たっくとえくぼくっきーのすけまるやま くしろいっぽんめぐみ しーうぉーくことに なんごうだけ これくしょんとよひら

西岡あきの山
にしおかあきのやま

初参加未勝利【序の口】 富良野るーるるる
（富良野）ふらのるーるるる

次回初戦負けると引退【前相撲】 あそストロベリーちゃん しらかばりん あそぬりかべ山 石狩平野 発寒ラーメン丸
（西原村） （西原村） （ピースマイル）あそすとろべりーちゃん しらかばりん あそぬりかべやま いしかりへいや はっさむらーめんまる

北の大地 こやまひだ えりか小樽山 発寒でか大泉山 北海道鮫の海 西岡金剛
（ウェルコミュニティ飛騨） （発寒）きたのだいち こやまひだ えりかおたるやま はっさむでかおおいずみやま ほっかいどうさめのうみ にしおかこんごう

発寒めがねやま くまもと団子型キランチャー 札西少女 あそてきとう山 コロコロの石山 ひだ雄
（発寒） （西原村） （西原村） （高山）はっさむめがねやま くまもとだんごがたきらんちゃー さつにししょうじょ あそてきとうやま ころころのいしやま ひだお

清田区アッカー はっさむ失敗作 山鼻山 あんどん沼田 青山入鹿池 鯉ヶ窪
（ピースマイル） （愛知） （岡山）きよたくあっかー はっさむしっぱいさく やまはなやま あんどんぬまた あおやまいるかいけ こいがくぼ

仙台ミルクの山 みよし～の♪ スーパーサイヤ人 肥後もっこすと肥後の女 あそぬりかべ山２号 ペンモン川沿ゆうきベジータサッポロ
（札幌） （発寒） （西原村） （西原村）せんだいみるくのやま みよし～の♪ すーぱーさいやじんべじーたさっぽろ ひごもっこすとひごのおんな あそぬりかべやまにごう ぺんもんかわぞえゆうき

十両１
32・神奈川県

十両１
26・芦別市

十両２
25・石川県

十両２
32・札幌市

十両３
29・福島県

十両３
33・静岡県

十両４
24・熊本県

十両４
25・札幌市

十両５
28・福島県

十両５
21・札幌市

十両６
22・札幌市

十両６
21・豊浦町

十両７
23・札幌市

十両７
24・熊本県

29・静岡県 41・江別市

初日-１ ３日目-１35・茨城県 34・神奈川県

５日目-１ ６日目-１29・札幌市 31・静岡県

初日-２ ３日目-２
22・札幌市 28・愛知県

27・苫小牧市 33・東京都

２日目-１ ４日目-１26・札幌市 25・福岡県

５日目-２ ６日目-２26・札幌市 22・岐阜県

２日目-２ ４日目-２23・札幌市 29・愛知県

札幌ま顔丸（25）札幌市【発寒】

以下の力士は7月上旬の本場所進出者決定トーナメントで本場所を目指します。

24・岐阜県 30・静岡県 北春日部Q之介2号 23・埼玉県 30・東京都 38・埼玉県
（AMBIK）

羽子板3-D-1 35・埼玉県 22・岐阜県 24・札幌市

準決勝・2回戦進出【序二段】 25・札幌市 24・岐阜県 24・岐阜県 アゲアゲ↑↑Yo!TEI-ZAN 22・北海道 21・熊本県

31・札幌市 23・熊本県 27・札幌市 38・余市町 27・札幌市 23・熊本県

21・札幌市 26・札幌市 24・札幌市 26・愛知県 23・石川県 25・札幌市
（TAK) （TAK) （TAK)
24・札幌市 TAKと笑くぼクッキーの助円山 25・札幌市 25・釧路市 C-WALK琴似 20・札幌市 20・札幌市 23・札幌市
（TAK) （TAK) （TAK) （TAK) （TAK) （TAK)
23・札幌市
（TAK)

24・富良野市

24・熊本県 24・札幌市 21・熊本県 24・北海道 26・札幌市
（TAK) （TAK)

24・北海道 24・岐阜県 20・小樽市 23・札幌市 24・北海道の海 21・札幌市
（TAK) （TAK) （熱烈!ホットサンド!） （TAK)
26・札幌市 25・熊本県 21・札幌市 20・熊本県 25・札幌市 25・岐阜県

（TAK) （TAK)
20・札幌市 26・札幌市 20・札幌市 24・札幌市 29・愛知県 25・岡山県
（TAK) （TAK) （TAK)
20・宮城県 21・札幌市 25・札幌市 20・熊本県 23・熊本県 21・札幌市

（熱烈!ホットサンド!） （TAK)


	H29.5-6月

