
休場できずおしょろこま
赤字の年齢力士は引退ルール対象者（５連敗で引退等）

（ひがしくん） 弓立 篠路 ミラ 八軒

●
前頭16 オショロコマオショロコマオショロコマオショロコマ 33・鹿追町 ●

たかはたふどうりょうおうしきがみざんきに ゆみたてやま オシ 清田 篠路 北陸
斬鬼弐斬鬼弐斬鬼弐斬鬼弐

（ほぼピン） 八軒 ミラ 当の 清田

○ ○
前頭15 弓立山弓立山弓立山弓立山 24・埼玉県

（春日部）

●
前頭15

高幡不動明王式神高幡不動明王式神高幡不動明王式神高幡不動明王式神
23・東京都 ○

返り入幕しのろのほし はちけんのうみ 高幡 えも 室前 オシ新入幕 （TAK）（篠路） ミラ オシ 弓立 飛騨

● ●
前頭14 八軒の海八軒の海八軒の海八軒の海 32・札幌市○

前頭14 篠路の星篠路の星篠路の星篠路の星 21・札幌市 ○
きよたのんちゃん ことにみらくるすたー 篠路 高幡 オシ えも（TAK）（TAK） えも 弓立 仙台 高幡

● ○優勝 2回
前頭13 琴似ミラクルスター琴似ミラクルスター琴似ミラクルスター琴似ミラクルスター 28・札幌市●

前頭13 清田のんちゃん清田のんちゃん清田のんちゃん清田のんちゃん 27・札幌市 ○
むろまえ のっぽろえもん 清田 八軒 ティ ミラ（野幌）

優勝 1回
（伊達） ロケ 北陸 八軒 新造

● ○
前頭12 野幌えもん野幌えもん野幌えもん野幌えもん 30・江別市●

前頭12 室前室前室前室前 30・伊達市 ●
新入幕しんぞうにんげんさっぽろ しみずろけっと 室前 仙台 飛騨 備前（清水町）（TAK） 北陸 飛騨 秋田 室前

○ ○
前頭11 清水ロケット清水ロケット清水ロケット清水ロケット 22・清水町●

前頭11 新造人間札幌新造人間札幌新造人間札幌新造人間札幌 25・札幌市 ●
たけさとだんちぜき ほくりく・えちぜんまる 新造 室前 ドラ 弓立自己最高位 （ほぼピン）（春日部） 仙台 備前 牛島 秋田

○ ○
前頭10 北陸・越前丸北陸・越前丸北陸・越前丸北陸・越前丸 27・福井県●

前頭10 武里団地関武里団地関武里団地関武里団地関 27・埼玉県 ○
しん・せんだい とうのちから 飛騨 ティ 高幡 仙台自己最高位 （オーク会）（ほぼピン） 武里 ロケ 清田 当の

● ●
前頭9 当の力当の力当の力当の力 27・当別町●

前頭9 新・仙台新・仙台新・仙台新・仙台 21・宮城県 ●
自己最高位てぃこつうみ ひだたかみどりやま 当の 新造 ロケ 篠路自己最高位 （ほぼピン）（ほぼピン） ドラ 当の えも ぬア

○ ○
前頭8 飛騨高緑山飛騨高緑山飛騨高緑山飛騨高緑山 26・岐阜県○

前頭8 ティ笏湖ティ笏湖ティ笏湖ティ笏湖 22・千歳市 ●
ぬあつべつ どらこんえべつし ティ 秋田 北陸 牛島（笑くぼ）

優勝 1回
（TAK） 備前 牛島 秋海 ティ

○ ●
前頭7 ドラコン江別市ドラコン江別市ドラコン江別市ドラコン江別市 26・江別市●

前頭7 ぬアツベツぬアツベツぬアツベツぬアツベツ 28・札幌市 ●
ふじのうしじま びぜんやき ぬア 武里 野田 ロケ（ほぼピン）（ほぼピン） 野田 ぬア 武里 ドラ

○ ○
前頭6 備前焼備前焼備前焼備前焼 30・岡山県○

前頭6 藤の牛島藤の牛島藤の牛島藤の牛島 27・埼玉県 ●
のだあーるつーでぃーつー たいようのあきたこまちえんじぇる アゴ ドラ 新造 武里自己最高位

KomachiエンジェルKomachiエンジェルKomachiエンジェルKomachiエンジェル
（春日部） 牛島 エイ 備前 江戸

● ○
前頭5

太陽の秋田太陽の秋田太陽の秋田太陽の秋田
22・秋田県

（ほぼピン）

○
前頭5 野田R2D2野田R2D2野田R2D2野田R2D2 26・千葉県 ○

あごえべつ しゅうかいどう 高尾 伏古 ぬア アゴ（ほぼピン）（野幌） 秋田 清水 後楽 秋海

● ●
前頭4 秋海棠秋海棠秋海棠秋海棠 28・埼玉県●

前頭4 アゴ江別アゴ江別アゴ江別アゴ江別 27・江別市 ○
自己最高位はっぴーにいがたーん たかおさん 秋海 そーど 江戸 桐ダ（春日部）（ほぼピン） 清水 わん そーど 白石

○ ●
前頭3 高尾さん高尾さん高尾さん高尾さん 22・東京都○

前頭3 ハッピーニイガターンハッピーニイガターンハッピーニイガターンハッピーニイガターン 28・新潟県 ●
かすかびあん よいちやま そーど 江戸 桐ダ かす（オーク会）

優勝 1回
（ほぼピン） 伏古 後楽 白石 余市

○ ●
前頭2 余市山余市山余市山余市山 27・余市町●

前頭2 かすかびあんかすかびあんかすかびあんかすかびあん 28・埼玉県 ○
ちとせまん ひがしくん 江戸 桐ダ まん 伏古自己最高位 （ひがしくん）

優勝 1回
（千歳） 後楽 白石 ひが 清水

● ●
前頭1 ひがしくんひがしくんひがしくんひがしくん 30・札幌市●

前頭1 ちとせまんちとせまんちとせまんちとせまん 24・千歳市 ○
新三役わんぱく えいとぷりんす 白石 野田 清水 後楽（ほぼピン）（なんきゅう） 桐ダ ニイ 伏古 そーど

● ●優勝 1回
小結小結小結小結 エイトプリンスエイトプリンスエイトプリンスエイトプリンス 25・東京都●

小結小結小結小結 わんぱくわんぱくわんぱくわんぱく 32・札幌市 ●
自己最高位ふしこおやぶん しみずかん ニイ アゴ エイ まん（清水町）（実の里） かす 秋海 わん ひが

○ ○優勝 2回
関脇関脇関脇関脇 清水感清水感清水感清水感 21・清水町○

関脇関脇関脇関脇 伏古親分伏古親分伏古親分伏古親分 31・札幌市 ●
カド番こうらくえん ちとせそーどまん 余市 高尾 ニイ わん自己最高位 （千歳）

優勝 1回
（春日部） まん かす アゴ エイ

● ○優勝 2回
大関大関大関大関 ちとせそーどまんちとせそーどまんちとせそーどまんちとせそーどまん 26・千歳市○

大関大関大関大関 後楽園後楽園後楽園後楽園 25・岡山県 ●
しらいしじま えどみどり ひが 余市 高尾 野田（ほぼピン）（春日部） エイ まん かす ニイ

○ ○
大関大関大関大関 江戸緑江戸緑江戸緑江戸緑 24・東京都○

大関大関大関大関 白石島白石島白石島白石島 25・岡山県 ○
休場できずきりだんさー

優勝 3回
大関ちとせそーどまんは今場所負け越すと関脇陥落

（ほぼピン） わん ひが 余市 高尾

○
横綱横綱横綱横綱 桐ダンサー桐ダンサー桐ダンサー桐ダンサー 28・埼玉県 ○

7 8 9 合計3 4 5 6位置 名前/かな/年齢/出身/部屋 1 27 8 9 合計3 4 5 6位置 名前/かな/年齢/出身/部屋 1 2

牛乳パックで紙相撲 　平成25年9月ー10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】



りしりふじ かいようまる さつまふじん さくらじまどり

24・岡山県
（利尻富士） （函館） （鹿児島） （鹿児島） （岡山）ひろとかぜ

とまこまん

利尻富士利尻富士利尻富士利尻富士 32・利尻富士町 開陽丸開陽丸開陽丸開陽丸 30・江差町 さつま富士んさつま富士んさつま富士んさつま富士ん 24・鹿児島県 桜島鳥桜島鳥桜島鳥桜島鳥 22・鹿児島県 広戸風広戸風広戸風広戸風
おおひらかーやま すみかわまる えべつしょうこうえん のっぽろはなまる

21・札幌市 とまこマンとまこマンとまこマンとまこマン 22・苫小牧市
（春日部） （実の里） （野幌） （野幌） （千歳） （千歳）さっぽろゆきまる

やぎさきふじ

大平カー山大平カー山大平カー山大平カー山 25・栃木県 すみかわ丸すみかわ丸すみかわ丸すみかわ丸 23・札幌市 江別小公園江別小公園江別小公園江別小公園 31・江別市 野幌花丸野幌花丸野幌花丸野幌花丸 29・江別市 札幌雪丸札幌雪丸札幌雪丸札幌雪丸
さつえきめるかっぱ かすたどん うさいたま かすかべだぞー

23・埼玉県 八木崎藤八木崎藤八木崎藤八木崎藤 25・埼玉県
（TAK） （ほぼピン） （ほぼピン） （ほぼピン） （春日部） （春日部）びんごのみね

前相撲　（初戦敗退）　※２回連続で初戦敗退すると引退となります。
さつえきメルカッパさつえきメルカッパさつえきメルカッパさつえきメルカッパ 29・札幌市 かすたどんかすたどんかすたどんかすたどん 25・鹿児島県 うさいたまうさいたまうさいたまうさいたま 27・埼玉県 かすかべダゾーかすかべダゾーかすかべダゾーかすかべダゾー 25・埼玉県 備後峰備後峰備後峰備後峰

びまん しらすどん がときんわん そうせいがわ

20・鹿児島県
（清水町） （神奈川） （ハッピーＲ） （札幌） （鹿児島）いけだうなぎーぬ

すいしゃがっぱ

美曼美曼美曼美曼 26・清水町 しらす丼しらす丼しらす丼しらす丼 22・神奈川県 ガトキンワンガトキンワンガトキンワンガトキンワン 33・札幌市 創成川創成川創成川創成川 20・札幌市 池田うなぎーぬ池田うなぎーぬ池田うなぎーぬ池田うなぎーぬ
せいこーつるの ひしゅうてながぐま えべつまる えべつやま

28・石狩市 水車ガッパ水車ガッパ水車ガッパ水車ガッパ 22・札幌市
（TAK） （春日部） （野幌） （野幌） （オーク会） （千歳）もみじやま

三段目　（２回戦敗退）　
セイコーつるのセイコーつるのセイコーつるのセイコーつるの 23・札幌市 飛州手長熊飛州手長熊飛州手長熊飛州手長熊 23・岐阜県 えべつ丸えべつ丸えべつ丸えべつ丸 30・江別市 えべつやまえべつやまえべつやまえべつやま 32・江別市 もみじ山もみじ山もみじ山もみじ山

大谷地ゃん大谷地ゃん大谷地ゃん大谷地ゃん 20・札幌市 水戸千波水戸千波水戸千波水戸千波 24・茨城県
（札幌） （茨城）おおやちゃん みとせんば

片瀬山片瀬山片瀬山片瀬山 23・神奈川県 目白山目白山目白山目白山 19・神奈川県
（神奈川） （神奈川）かたせやま めじろやま

石狩川石狩川石狩川石狩川 29・江別市 ちとせきららちとせきららちとせきららちとせきらら 25・千歳市
（野幌） （千歳）いしかりがわ ちとせきらら

中央和田ガッパ中央和田ガッパ中央和田ガッパ中央和田ガッパ 24・札幌市 こむぎこむぎこむぎこむぎ 33・江別市
（TAK） （野幌）ちゅうおうわだがっぱ こむぎ

以下の力士は来場所、本場所進出者決定トーナメントで本場所を目指します。

幕下　（ベスト１６）

えのしま まるやまもんすた 江ノ 羽子 備中新十両 （TAK）（神奈川） 門素 りし

○ ヤ
十両5 円山門素汰円山門素汰円山門素汰円山門素汰 25・札幌市ヤ ヤ

十両5 江ノ島江ノ島江ノ島江ノ島 24・神奈川県 ●
新十両りしりもこめぐ はごいたすりーでぃーわん りし 門素新十両 （春日部）（TAK） 羽子 江ノ

ヤ ○ ヤ
十両4 羽子板3-D-1羽子板3-D-1羽子板3-D-1羽子板3-D-1 24・埼玉県● ヤ

十両4 りしりモコメグりしりモコメグりしりモコメグりしりモコメグ 22・利尻富士町 ヤ
返り十両おづつみそふとやま しみずおばけ おづ 備中 琴似返り十両 （清水町）（春日部） おば 白鳥

○ ● ヤ
十両3 清水おばけ清水おばけ清水おばけ清水おばけ 22・清水町ヤ ヤ

十両3 おづつみソフト山おづつみソフト山おづつみソフト山おづつみソフト山 23・埼玉県 ●
新十両ふじうどん はくちょうおおはし 藤う おづ新十両 （室蘭）（春日部） 白鳥 琴似

ヤ ● ヤ
十両2 白鳥大橋白鳥大橋白鳥大橋白鳥大橋 2１・室蘭市○ ヤ

十両2 藤うどん藤うどん藤うどん藤うどん 25・埼玉県 ヤ
休場できずびっちゅうかぐら ことにかぜ おば（TAK） 備中 藤う（ほぼピン） 琴似 おば 門素

36・札幌市 ○ ヤ
十両1 琴似風琴似風琴似風琴似風

8 9 合計

十両1 備中神楽備中神楽備中神楽備中神楽 22・岡山県 ● ○ ヤ
4 5 6 7名前/かな/年齢/出身/部屋 1 2 38 9 合計 位置

十両

位置 名前/かな/年齢/出身/部屋 1 2 3 4 5 6 7


