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【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 合計か　な か　な

横綱 どすこい静岡

大関 ノルベサ☆ノリア 大関 西荻乃山

大関 ひがしくん

関脇 ヨウサワスクリーム 関脇 発南ももの海
AMBIK

小結 あいち山 小結 邪虎若光

前頭１ 小幌の赤い熊蜂 前頭１ 高尾さん

前頭２ 銀屏風 前頭２ さとやま

前頭３
高幡不動明王式神　斬鬼弐

前頭３ クラーク羊ケ丘

前頭４ 直角乗鞍 前頭４ 一色はじめ
AMBIK

前頭５ 札幌河野海 前頭５ なごやたくとやま

前頭６ トッカリ大将 前頭６ 加賀ハ輝雪

前頭７ 西原サイリュウ 前頭７ ヨット丸

前頭８ 福島富士桜 前頭８ おにぎりハカタ丸

前頭９ 駿が義 前頭９ 芦別タング郎

前頭１０ 青山入鹿池 前頭１０ 夢の富士娘

前頭１１ なごやぎざぎざ山 前頭１１ 定山渓かっぱ

前頭１２ 前頭１２
aichi4toruruchan

前頭１３
あそストロベリーちゃん

前頭１３ 室蘭産うみうっみ

前頭１４
あそゴールデンオロチ

前頭１４ 富良野るーるるる

前頭１５ 不二ノ鳶 前頭１５ ウリスウジラ

前頭１６ 西岡艦隊 前頭１６ 湘南トカゲ
AMBIK

牛乳パックで紙相撲 　2019年5月-6月場所

部屋/親方名 部屋/親方名

37・静岡県

AMBIK/たつ子さんdosukoishizuoka

32・札幌市 32・東京都

札幌/こーへーさん UstToday/Ayanoさんnorubesanoria nishioginoyama

47・札幌市

ひがしくん/Aさんhigashikun

36・静岡県 29・札幌市

発寒/桃さんyousawasucream hatsunanmomonoumi

24・愛知県 33・山口県

愛知/そら・からすさん じゃこじゃっこ/虎ノ助さんaichiyama jakojacko

27・豊浦町 39・東京都

マスクドうみうっみ/こーへーさん 春日部/KOTOBUKIさんkoboronoakaikumanbachi takaosan

34・室蘭市 22・愛知県

室蘭/やきみりもさん 愛知/まかよしそら・ゆいかさんginbyobu satoyama

40・東京都 32・札幌市

ほぼピン/村田コレクションさん 札幌/こーへーさんtakahahudoumyooh zankini creakhitsujigaoka

30・岐阜県 36・静岡県

岐阜/foolhermitさんchokkakunorikura isshikihajime

31・札幌市 31・愛知県

おにぎりあたためますか/オクラホマ藤尾さん 愛知/たくとさんsapporokawanoumi nagoyatakutoyama

36・室蘭市 31・石川県

室蘭/やきみりもさん 石川/日々山さんtokkaritaisyo kagahateruyuki

30・熊本県 41・神奈川県

西原村/シイナさん 神奈川/みーちゃんさんnishiharasairyu yottomaru

33・静岡県 31・福岡県

AMBIK/渥美さん 西原村/ユウさんfukusimagfujzakura onigirihakatamaru

35・静岡県 33・芦別市

AMBIK/義隆さん 芦別/やきみりもさんsurugayoshi ashibetutanguro

35・愛知県 39・静岡県

愛知/こうさん AMBIK/Hiroeさんaoyamairuaike yumenofujimusume

25・愛知県 30・札幌市

愛知/そら・からすさん 札幌/こーへーさんnagoyagizagizayama jozankeikappa

アゲ↑アゲ↑Yo!TEI-ZAN 29・北海道 愛知4とるるちゃん 22・愛知県

北海道/こーへーさん 愛知/ゆみ・まなみさんageageyoteizan

31・熊本県 30・室蘭市

西原村/マーちゃんさん マスクドうみうっみ/やきみりもさんasostrawberry muroransanumiummi

31・熊本県 30・富良野市

西原村/レンさん 富良野/こーへーさんasogoldenorochi furanoru-rururu

34・愛知県 30・岐阜県

愛知/こうさん ウェルコミュニティ飛騨/みっちさんhujinotobi urisuujira

32・札幌市 38・神奈川県

神奈川/しんちゃんさんnishiokakantai syonantokage



十両（５番相撲）

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

ファイヤー西区 美瑛五輪の山
愛知 TAK

加賀焼 円山ヌッシー
石川 TAK

清見丸
ウェルコミュニティ飛騨 室蘭

加牙丸 月寒まりーも
石川 TAK

金木札幌山 中央顔だけユウサク
発寒 TAK

両国ちゃんこ長 北光線
日本ちゃんこ協会 SUMO Party

たかくら号
福島 SUMO Party

厚別茶色の塔 備前長船
シモトピック 岡山

３日目 ４日目
水戸千波 宮の沢顔力士

茨城 発寒
初日 ２日目

裏琴似の悠

６日目

ぐみ沢熊兄弟

５日目
TAK AMBIK

中島宮城 山鼻スノー丸
AMBIK ＴＡＫ

初日 ２日目
琴似浪 裏東屯田

琴似風 ＴＡＫ
３日目 ４日目

７日目 ８日目

桜じバッタ
鹿児島 春日部

江ノ電丸 なごや川なごや山

千秋楽

神奈川 愛知
３日目 ４日目

桐赤龍 清水寺風
桐ダンサー 京都

初日 ２日目
御殿場ねこにゃん

６日目

これでもきのこあつべつ

５日目

AMBIK ＴＡＫ

入鹿池カンガルー 札幌の星マスクドスター八軒
愛知 ＴＡＫ

初日 ２日目
京都ぼう人間 京都赤レンガ山

京都 京都
３日目 ４日目

こおりやまななちゃん おし山こもり
福島 西原村

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。

該当無し

決勝進出【三段目】 高山うさ丸 備前焼 山鼻中央図書館 苫小牧ははち 裏参道の海
岐阜 岡山 TAK ピースマイル TAK

バクハツ宮の森 釧路湿原クロ牧場 鶴の進十津川 札幌みそしるこ 京都さわやか海
TAK TAK TAK TAK 京都

初参加未勝利【序の口】 氷雪の門吉 裏東区の神 あいらぶ新札幌 琴似三ゆうさく
TAK TAK TAK TAK 東京

円山ネーズ みなみひらぎし 西岡谷の山 カリキミユキ トヨトミサワヤカ
TAK TAK TAK TAK 東京 TAK

美瑛の青い池 札幌栄 チセえりかだぞぉピリカ 桐鎌谷 屯田マン
TAK 札幌関 TAK 桐ダンサー TAK 京都

次回初戦負けると引退【前相撲】 発寒ほのぽの丸 琴似直矢 横網 南郷岳
発寒 琴似風 スモプロ 京都 TAK

なごやでんしゃくん
愛知 春日部 sumo party

十両１
23・愛知県

十両１
25・美瑛町

firenishiku bieigorinnoyama

十両２
31・石川県

十両２
35・札幌市

kagayaki maruyamanussi

十両３
28・岐阜県

十両３ チャラツナイ・J 34・室蘭市

kiyomimaru charatsunai J

十両４
29・石川県

十両４
28・札幌市

kagamaru tsukisamumari-mo

十両５
29・札幌市

十両５
24・札幌市

kanekisapporoyama chuoukaodakeyusaku

十両６
19・東京都

十両６
20・札幌市

ryogokuchankocho hokkosen

十両７
34・福島県

十両７ Boston-あかいくつした 17・アメリカ

takakurago boston-akaikutsushita

幕下トーナメント（ベスト8入りで十両昇進）
29・札幌市 33・岡山県

atsubetsuchaironoto bizenosafune

41・茨城県 33・札幌市

mitosenba miyanosawakaorikishi
18・札幌市 34・静岡県

urakotoninoyuu gumisawakumakyodai
33・静岡県 25・札幌市

nakajimamiyagi yamahanasnowmaru
19・札幌市 16・札幌市

kotoninami urahigashitonden

33・鹿児島県 北春日部Q之介2号 30・埼玉県

sakurajibatta kitakasukabeQnosukenigo

38・神奈川県 27・愛知県

enodenmaru nagoyagawanagoyayama

21・埼玉県 19・京都府

kirisekiryu kiyimozuderakaze
37・静岡県 20・札幌市

gotenbanekonyan koredemokinokoatsubetsu
35・愛知県 17・札幌市

irukaikekangarue sapporonohoshimasukudstarhachiken
17・京都府 22・京都府

kyotobouningen kyotoakarengayama

36・福島県 30・熊本県

koriyamananachan oshiyamakomori

以下の力士は7月の幕下昇進トーナメントに出場します
30・岐阜県 47・岡山県 27・札幌市 32・苫小牧市 18・札幌市

takayamausamaru bizenyaki yamahanachuotoshokan tomakomaihahachi urasandounoumi
26・札幌市 19・釧路市 20・新十津川町 17・札幌市 20・京都府

Bakuhatsu miyanomori kushiroshitsugen kurobokujou tsuruno shintotsukawa sapporo misoshiruko kyoto sawayakaumi

17・稚内市 18・札幌市 17・札幌市 18・札幌市 多摩のペンゴ丸mini 17・東京都

hyousetsuno monkichi urahigashikunokami airabu shinsapporo kotoni sanyusaku tamano pengomaru mini
19・札幌市 16・札幌市 21・札幌市 19・札幌市 多摩のペンゴ丸4号 20・東京都 21・豊富町

maruyamanazu minami hiraghishi nishioka taninoyama kariki miyuki tamano pengomaru yongo toyotomi sawayaka
21・美瑛町 16・札幌市 16・札幌市 20・埼玉県 20・札幌市 清水寺風2号 18・京都府

 bieino aoiike sapporo sakae chiseerikadazo pirika kirikamatani tondenman kiyomizuderakaze nigo

29・札幌市 18・札幌市 19・東京都 世界最強のスポーツマンfrom京都GOD 22・京都府 26・札幌市

hassamu honoponomaru kotoninaoya yokoami sekaisaikyouno suportsman from kyoto GOD nangoudake
26・愛知県 春だZO！ 19・埼玉県 Colorado Koogz（コロラドクーグズ） 18・アメリカ

nagoya denshakun harudazo colorado Koogz
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