
牛乳パックで紙相撲って何？



「両国国技館大会」！！

　我々は「思いはつながる・両国国技館大会」を目指し、全国で交流会を開催しています。

　一緒に「牛乳パックで紙相撲」を楽しみたい方、大募集中ですっっ！！

動画サイトで実況中継

　地域世代間交流をテーマに開催している、北海道発牛乳パックで紙相撲。

　動画サイトＵＳＴＲＥＡＭ、ＹouTubeを通じて大相撲中継さながらの実況中継を行っています。

力士を作って地元をＰＲ

 　全国の皆様からお送りいただいた力士の名前（しこ名）には、地名や特産物の名前が含まれています。

 　番付上位に上がれば、地元の宣伝に。　団体で参加すると、実況中継内のコーナーで紹介します。

特 徴

検索で牛乳パックで紙相撲

で見る事が出来ます。実況中継は、動画サイト USTREAM YouTube

目 標



そもそも、なぜ牛乳パックを使い紙相撲をするのか？

　せっかく北海道から発信する活動、少しでも地元に貢献したいという想いもありただの紙相撲ではなく、

　最近の遊びは、テレビゲームなど個人で遊ぶことが多くなり、家族や地域など大人数で遊ぶ機会が減ってきている

ように思います。

　私たちは、そのような機会を「牛乳パックで紙相撲」でつくってまいります。

　子供の頃大人と一緒に遊んだ時の記憶は、大人になってみるとただ楽しかったことだけではなく、

礼儀やマナーを教わっていたんだなと感じることもあるのではないでしょうか？

　北海道は酪農王国。あるとき牛乳が大量に余り社会問題化となったことがありました。

入れていただくというルールがあり、番付表を見るだけでも、その力士がどこの出身なのかと楽しむことが出来ます。

　また、インターネットを利用して中継することで、日本全国どこにいても自分が作った力士を応援、

そして視聴者の方には、全国にはこういった地域や特産物があるんだとお伝えすることが出来ます。

　「牛乳パックで紙相撲」には、力士の四股名（名前）は必ず地域にちなんだもの、地名や特産物の名前などを

「牛乳パックで紙相撲」にしようと決めたのです。

牛乳をいっぱい飲もう！　（牛乳の消費拡大）

お子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで一緒に楽しめる紙相撲　（世代間交流）

牛乳パックで紙相撲の３つのテーマ

力士の名前から、全国の地域のことを知る　（地域間交流）



　

　上述のように牛乳パックで紙相撲は、どなたでも同じルールで楽しめるのが良いところです。

時に皆様の力士とアイドルの対戦、教授との対戦などもあるのが「牛乳パックで紙相撲」のひとつの魅力でもあります

参加している人はどういう人？

　牛乳パックで紙相撲に参加いただいている方々は特別な方ばかりではありません。

この企画を応援してくださる一般の方がほとんどですので、お気軽に参加していただけるとうれしいです。

　この企画を始めた当初は、訪問させていただいた障がいがある方の施設や小学校の生徒さん、

　これも全てはご参加いただいている方がいるから実現すること。皆様に感謝申し上げます。

イベントに集まっていただいた方などが、主な参加者でした。　

　その後、インターネットで動画配信を始めた頃から、ゲーム雑誌の編集者の方がご覧になっていたことがキッカケで

東京で交流会を開催するなど、北海道外からの参加も始まりました。

　また、郵送での参加ができるようになり全国から多く参加者が集まるようになりました。

　最近では、動画配信サイトの番組間交流により、ラジオパーソナリティーや大学の教授、

そしてご当地アイドルの方にも参加いただいております。　　

で

で見る事が出来ます。

小学生から　アイドルも！？



2010年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年 （24）イオンタウン有松
（25）名古屋市とだがわこどもランド

（５）木田商店ハッピールームで交流会（北海道札幌市）

（７）札幌市立百合が原小学校交流会（北海道札幌市）

（17）福祉施設「ツクイデイサービス札幌稲穂」で交流会（北海道札幌市）

（19）札幌市北区篠路で交流会（北海道札幌市）

（１）NPO法人TAKの会で交流会（北海道）

（23）岩手県大槌町ショッピングセンターマスト

（20）福祉施設AMBIKおやまさんにて交流会（静岡県小山町）

（11）「伊達雪まつり～冬の陣～」

（15）千歳アウトレットモールレラ場所３（北海道千歳市）

（18）埼玉県春日部市での交流会２
（１）NPO法人TAKの会さん（北海道札幌市）

（13）江別市民まつりin野幌（北海道江別市）

（15）千歳アウトレットモールレラ場所２（北海道千歳市）

（14）ファミ通DS＋Wii編集部での交流会２（東京都）
（18）埼玉県春日部市で交流会

（21）福島県郡山市ショッピングモールフェスタ
（22）宮城県石巻市鹿妻小学校体育館

（８）「笑顔（ニコニコ）まつり」ステージイベント（北海道札幌市）

（９）江別市野幌商店街のお祭りイベント（北海道江別市）

「東日本大震災被災地交流プロジェクト」
※クラウドファンディングにより実現

（15）千歳アウトレットモールレラ場所（北海道千歳市）

  会場：伊達歴史の杜カルチャーセンター（北海道伊達市）

（10）社会福祉法人あむ　南９条サポートセンター　
　　「なんきゅう冬まつり」「びーと」交流会（北海道札幌市）

（12）Ustream番組「い～キタ！」で交流会（北海道札幌市）

（16）NPO法人オーク会で交流会（北海道札幌市）

（14）ファミ通DS＋Wii編集部での交流会（東京都）

（１）NPO法人TAKの会で交流会（北海道札幌市）
（２）レストラン「楽味堂」でステージイベント（北海道札幌市）
（３）居酒屋「ひがしくん」で交流会（北海道札幌市）

（６）保養センター駒岡での「笑くぼ/実の里交流会」（北海道札幌市）

（４）事業所「びーと」で交流会（北海道札幌市）
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実況中継実況中継実況中継実況中継をををを見見見見るにはるにはるにはるには？？？？



いつ放送しているの？
年間スケジュール（予定）

本場所 交流会

　約５週間に渡り、熱い戦いの模様をお伝えします。 ９月本場所進出者決定トーナメント 第２週

９-10月場所
第３週

から
10月

５-６月場所
第３週

から

１月

第２週

６月
　開催されます。　ここで本場所に進む１０名が決定します。

７月本場所進出者決定トーナメント 第２週

７-８月場所
第３週

　その次の週からいよいよ本場所のスタートです。
から

８月

交
流
会
は
随
時
開
催
し
て
お
り
ま
す

本場所は、毎週火曜日に開催しています
本場所進出者決定トーナメント 第２週

１-２月場所
第３週

から
２月

３月
本場所は、年６回開催されます

11月本場所進出者決定トーナメント 第２週

11-12月場所
第３週

から
12月

（１月、３月、５月、７月、９月、１１月）
５月本場所進出者決定トーナメント

本場所進出者決定トーナメント 第２週

３-４月場所
第３週

から
４月

　本場所に先立ち、入れ替え戦にあたる本場所進出者決定トーナメントが

る見



ソーシャルストリームを
↑　　この文字が出てくるので、コレをクリック！！

クリックするとコメントを

書き込めるようになります。

実況中継を見る方法

がががが

牛乳パックで紙相撲 検索 に変わったら生中継スタート！！

録画放送を見る場合は、

中継画面右側の「過去の番組」を

公式ホームページの画面を下にスクロールしていくと、、、 をクリックして下さい。

る見

LIVE

録画放送は、ＵＳＴＲＥＡＭで生中継終了直後からご覧いただけます。

YouTubeでは生中継終了後、後日録画放送がアップされます。

　　　　①①①①　　　　まずはまずはまずはまずは公式公式公式公式ホームページへホームページへホームページへホームページへ

　　　　②②②②　　　　中継画面中継画面中継画面中継画面にににに行行行行くにはくにはくにはくには、、、、、、、、、、、、

　　　　③③③③　　　　中継画面中継画面中継画面中継画面



(17:10頃～)

新入幕力士やベテランがしのぎを削る。
場所の後半は幕内残留をめざしての 感動の表彰式。
厳しい戦いも見られる。 タイムラインでいろいろ質問してみよう！

15:10頃～ 休憩
理事長のコメントにも注目！

その日の見所や、 (17:45頃～)
力士のファッションショー（？）があったり その日、活躍した力士が行います。
牛乳パックで紙相撲の魅力をお伝えします。 力士の四股に合わせて、

タイムラインに「よいしょ～」と書き込もう！

14:50頃～ 幕内前半取り組み
千秋楽には 表彰式(16:50頃～)

三役力士のお披露目の場。
力士の四股に合わせて、 横綱、大関に勝った幕内上位の力士の
タイムラインに「よいしょ～」と書き込もう！ 喜びの声を聞きます。

タイムラインでいろいろ質問してみよう！

14:40頃～ 中入り企画
15:45頃～ 弓取り式・放送終了(16:40頃～)

十両は５日間で優勝を争います。 (17:20頃～)
幕内めざして、多くの若手力士が 横綱、大関が登場。　
がんばっています。 三役をめざす幕内上位の戦いや

白熱の優勝争いは必見です。

14:35頃～ 三役土俵入り
殊勲インタビュー(16:35頃～)

いよいよスタートです。 (17:15頃～)
放送の音声が届いていたら、 いよいよ横綱の登場。
タイムラインに「あ」と書き込もう！ 横綱の四股に合わせて、

タイムラインに「よいしょ～」と書き込もう！

14:25頃～ 十両取り組み
15:20頃～ 幕内後半取り組み(16:25頃～)

放送の流れ

14:20 放送開始
15：15頃～ 横綱土俵入り(16:20)

生中継は１日で２日分の収録を行っています。

２日分前半の放送時間は、14：00～15：30。

２日分後半の放送時間は、16：10～17：40が目安となっています。



牛乳パックで紙相撲のルール



横綱までの道のり
位地

本場所進出者決定トーナメント

横綱

大関

関脇

小結

前頭

十両（５日間）

三
役

幕
内

（
９
日
間

）

40名

14名

約70名

本
場
所

まずは、ここからスタート

横綱

大関

２場所連続優勝又は
　それに近い成績で横綱昇進

関脇

大関昇進前２場所合計が
　１３～１４勝で大関昇進

小結

前頭

十両

トーナメント

検査

力士のルールに合格したら
　トーナメント参戦！

優勝すると一気に幕内昇進！
　２位以下は十両昇進

十両優勝者、
　好成績の力士が幕内昇進

勝ち越すと関脇までは
　無条件で昇進

降格・引退昇進

２場所連続負け越しで関脇降格
　（次の場所６勝以上で大関復帰）

負け越すと幕内下位までは
　無条件で降格

幕内下位で負け越すと十両へ
　更に成績不振の場合は
　　トーナメント降格

負け越すとトーナメントに降格

２回大会連続
　初戦敗退すると引退

引退

横綱は、成績不振の場合引退
引退

（２ヶ月おきに開催）



年齢　と　引退ルール
 　牛乳パックで紙相撲ならではのルール、力士の年齢　と　引退ルールを説明します。

本場所進出者決定トーナメントに参戦した時点で、１９歳から２４歳までの年齢が抽選により決定されます。

年齢は、１月、５月、９月に加算されます。

位地

力士の年齢

トーナメントの引退ルール

① ２回大会連続、初戦敗退

前の大会で初戦敗退した力士は、次の大会初戦敗退すると

「引退」してしまうので、それを分かりやすくする為

表示を赤にしています。



年齢　と　引退ルール位地

３２歳以上の休場の条件（横綱を除く）

① ８日目までに４連敗

３２歳以上の引退ルール（横綱を除く）

①

②

５連敗

休場明けに３連敗

幕内・十両の力士が３２歳以上になると　「引退ルール」　が適用となります。

番付表では、休場の可能性がある力士は文字を青で、引退の可能性がある力士は文字を赤で表示しています。

ただ、いきなり連敗したからといって引退する訳ではありません。　　もう一度チャンスがあります、それが休場です。

４連敗で一度休場して、復帰して１年間（６場所）に５連敗してしまうと、残念ながら「引退」となります。

尚、場所をまたいでの連敗はカウントされません。　場所中の連敗が休場・引退の対象になります。

一度休場してから、１年間（６場所）引退ルールを回避した場合は、再び休場できるようになります。



年齢　と　引退ルール
位地

横綱の休場の条件

① ８日目までに４敗

② ３連敗

横綱の引退ルール

① 負け越し

②

③ ４連敗

３０歳以上で休場明けに３連敗

番付表では、休場の可能性がある力士は文字を青で、引退の可能性がある力士は文字を赤で表示しています。

横綱に昇進した時点で年齢に関わらず　「引退ルール」　が適用されます。

休場・引退の流れは、３２才以上の引退ルールと同じですが、横綱になると条件が厳しくなります。



星取り表の見方
位地

　　　　①　公式ホームページを開いて

　　　　②　星取り表が見られます

コレをクリックコレをクリックコレをクリックコレをクリック

　　　　星取り表の見方

○＝勝ち 取り組みに勝つと、白まるが付きます。　白星とも言います。

●＝負け 取り組みに負けると、黒まるが付きます。　黒星とも言いま
す。

☆＝勝ち越し 幕内５勝以上、十両３勝以上で勝ち越しです。

★＝負け越し 幕内４勝以下、十両２勝以下で負け越しです。

□＝不戦勝 相手力士が休んだ場合、戦わずして勝ちになります。

■＝不戦敗 取り組みがあるのに休んだ場合、負けになります。

や＝休場 場所を休んだ事を表します。

幕内

ヤ＝取組無し 十両は５日間の出場の為、取り組みの無い日があります。

十両

対戦力士の名前



牛乳パックで紙相
撲

４コマ　マンガ








