
牛牛乳乳パパッッククでで紙紙相相撲撲ととはは？？  

テーマは「懐かしいアナログゲームをデジタルに楽しむ」。 

道内各地の児童会館や福祉施設、イベント等を訪問し、紙相撲交流会を通じて以下を目的

に積極的なボランティア活動を行ってまいります。 

① 道産牛乳の消費拡大運動 

② 古くからの良い遊び文化の継承 

③ 地域・世代間コミュニケーションの機会提供 

④ まちおこし運動 

⑤ エコ活動の推進（紙相撲力士は牛乳パックの再利用） 

：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲    ルール：ルール：ルール：ルール：2012.12012.12012.12012.1 改訂版改訂版改訂版改訂版    

1.1.1.1.オーナーオーナーオーナーオーナー((((力士の製作者力士の製作者力士の製作者力士の製作者))))についてについてについてについて    

原則として、次の条件を満たすものとします。 

   (1) 紙相撲が好きであること、又は興味があること。 

   (2) オーナーとなっている力士が負けても抗議や批判、嫌がらせ等を行わないこと。 

 

2.2.2.2.紙相撲力士について紙相撲力士について紙相撲力士について紙相撲力士について    

牛乳パックで紙相撲の力士に関する規定は以下の通りです。 

（1）力士の素材は牛乳パック（紙製）の空き容器とする。それ以外の素材は不可。以下の

条件を全て満たしているもののみ、各オーナーの自作力士持込を可とする。 

身 長－かかとから頭頂部まで６．５cm 以内。 

体 重－素材を２枚重ねにする、紙パック素材の底辺を利用する、錘を着けるなど、 

力士を加工、強化する行為は全て禁止とする。しかし、力士デビュー後の素材劣化による

セロハンテープによる補強は可。 

上 手－極度に上向きである、取組に不都合なほど短い、頭よりも高いなど、組み合えな

いものについては不可。                       

下 手－極度に下向きである、取組に不都合なほど短い、頭よりも高いなど、組み合えな

いものについては不可。 

脚 部－足の角度は自由。足の接地面は片足につき２.７cm 以下とする。 

まわし－ペン等による着色で、色は自由とする。 

 

：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲    ルール：ルール：ルール：ルール： 

2.2.2.2.紙相撲力紙相撲力紙相撲力紙相撲力士について士について士について士について    

牛乳パックで紙相撲の力士に関する規定は以下の通りです。 

（2）画 材－力士の描画については全て自由とするが、広告目的の描画や卑猥な描画。 

見る方が不快に感じる描画は不可とする。 

接着剤－ボンドや糊の使用は不可。                   次ページへ 



（3）補修・改良 

摩耗による手、腕や足の折れはセロハンテープによる補修を認める。 

（4）四股名 

   全ての力士名は、全国にある地名や川、山等にちなんだものとする。原則として店

名や商品名、企業名、個人名等を四股名に入れることは出来ません。 

※但し、製作者の個人名を地域名と繋げて四股名とする事は特例として認める。 

（5）年 齢 

   全ての力士は本場所参加決定時点本場所参加決定時点本場所参加決定時点本場所参加決定時点で年齢を設定し、全力士が 1 月・5 月・9 月場所を

目安に 1 つずつ歳を加えていきます。 ※デビュー年齢は抽選で決定となります。19 歳～

24 歳までを基本とし、本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数 3333 回につき回につき回につき回につき 1111 歳分加算され歳分加算され歳分加算され歳分加算され

ます。ます。ます。ます。    例：抽選により「例：抽選により「例：抽選により「例：抽選により「23232323 歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「6666 回」＝回」＝回」＝回」＝25252525 歳でデビュー。歳でデビュー。歳でデビュー。歳でデビュー。 

（6）所 属 

   新弟子を含め、すべての力士は、いずれかの部屋に所属するものとし、その部屋名は

実際にある（力士名にちなんだ場所が実際にある）地域名または製作場所名とする。 

（7）入門（参加方法） 

随時新弟子を募集します。新弟子登録（参加）には、以下の条件を満たす方々と致します。 

・ 北海道内または全国で活動している 10 名以上で、かつ巡業場所（交流会会場）を提供

していただける団体。 

・ 各会場で実施している「牛乳パックで紙相撲体験」イベントコーナーに参加、製作され

た方。 

参加人数により選抜戦を開催いたします。その後、以下の検査を経て正式入門となります。 

・身体検査－上記規定に違反していないかどうかの計測検査。違反があれば修正後に入門

可能。主催側により修正作業を行いますが、修正不能な者は失格となります。 

・前相撲－新弟子応募が多い場合、応募力士相互による前相撲を行う。トーナメント、も

しくはリーグ戦形式で成績順に空いた番付に入れていく。番付の空きが限られている場合

は、本場所参加が見送られる場合もあります。 

（8）引退等 

幕内１場所、または十両３場所以上勤めた力士は引退の権利が得られます。引退は、年齢

による引退基準によって決定。上記該当以外の力士が、十両から陥落した場合は、前相撲

に参加、または廃業となります。 

（9）引退基準 

以下の条件に該当する場合、その力士は引退となります。 

横綱横綱横綱横綱の場合～ 

① 負け越し負け越し負け越し負け越し  

② 30303030 歳以上歳以上歳以上歳以上で休場明けに 3 連敗。  

③ 休場無しの場合は 4 連敗。                      次ページへ 

    



    

    

以下の地位以下の地位以下の地位以下の地位の場合～ 

① 休場明け休場明け休場明け休場明けで 3 連敗。  

② 休場無しの場合は 5 連敗。 

③ 幕内もしくは、十両で 1 場所以上経験した力士が、前相撲在籍中に前相撲在籍中に前相撲在籍中に前相撲在籍中に 32323232 歳を迎える歳を迎える歳を迎える歳を迎える 

（10）休場 

上記の引退を回避するために休場をする事が出来る。休場は 1 年間に 1 度だけ認められま

す。なお、休場力士が出た際の取組について、休場力士が奇数名の場合は幕内番付下位力

士は十両もしくは前相撲力士との取組を行う事とする。該当する前相撲力士は、場所前に

開催する前相撲トーナメント（リーグ戦）成績上位から順に出場とする。 

※2 日目以降からの休場はその場所の千秋楽まで休場が原則。 

初日からの休場は番付の降格を防ぐべく 5 日目以降より途中出場する事が出来る。 

3.3.3.3.土俵について土俵について土俵について土俵について    

本場所で使用する土俵は直径 12cm とし、土俵上にはサンドペーパーを敷く事とします。 

    

：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲    ルール：ルール：ルール：ルール：    

4.4.4.4.本場所について本場所について本場所について本場所について 

（1）開 催 

牛乳パックで紙相撲は、本場所を１年に６回程度開催します。 

番付は、幕内・十両・幕下の３階級とし、幕内は 9 日制・十両は５日制、幕下５日制とし

ます。力士は、原則として、幕内４０人以内、十両２６人以内、幕下３４人以内の計１０

０人以内とします。また、本場所が無い時期には、トーナメント戦や部屋別対抗戦などの

企画を行うことがあります。    

（2）編成・取組・昇進 

番付編成及び取組は主催者会議により決定します。なお、関脇・大関間の昇進・陥落、大

関から横綱への昇進については、以下を基準とし総合的に判断いたします。 

＜＜＜＜関脇・大関間の昇進関脇・大関間の昇進関脇・大関間の昇進関脇・大関間の昇進＞＞＞＞ 

直近２場所 合計 13131313～～～～14141414 勝勝勝勝以上以上以上以上 

＜＜＜＜関脇・大関間の関脇・大関間の関脇・大関間の関脇・大関間の陥落＞陥落＞陥落＞陥落＞ 

2222 場所連続の負け越し場所連続の負け越し場所連続の負け越し場所連続の負け越し ※休場は負け越し扱いとなる。           

＜＜＜＜大関大関大関大関からからからから横綱への昇進横綱への昇進横綱への昇進横綱への昇進＞＞＞＞    

直近 3 場所 合計合計合計合計 20202020 勝以上勝以上勝以上勝以上で、尚且つ 2 場所連続優勝、またはそれに準じる成績。 

 

＜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＞＜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＞    

各場所の前に、先場所の幕内下位/十両で負け越した力士と前相撲力士による本場所入れ替

えトーナメントを開催します。上位者は幕内/十両の番付入りとなります。 



 

次ページへ 

（3）中継・結果 

本場所の動画中継を、公式サイト、動画サイト Ustream で番組として配信いたします。

Ustream では生中継を実施します。 

牛乳パックで紙相撲公式サイト http://ownersgame.seesaa.net/ 

Ustream（ユーストリーム） http://www.ustream.tv/channel/kamizumou 

スティッカム公式サイト（平成 22 年まで） http://www.stickam.jp/ 

ディーファインポッドキャスト（平成 22 年まで） 

http://d-fine.seesaa.net/    

 

番付・星取表は pdf ファイルへのリンクを設置いたします。 

 

5.5.5.5.部屋について部屋について部屋について部屋について 

上記（2.紙相撲力士についての事項）と同様、新弟子を含め、すべての力士は、いずれかの

部屋に所属するものとなりますが、オーナー自身、もしくは引退した紙相撲力士を親方に

位置づけ、部屋を登録することが出来ます。（有料となりますが、開始時期未定です） 

6.6.6.6.景品について景品について景品について景品について 

力士が本場所優勝・昇進等一定の条件を満たすことにより、その所属部屋には規定に沿っ

た景品をプレゼントする事があります。なお、詳しい内容はその都度事務局よりお知らせ

いたします。                              

7.7.7.7.その他その他その他その他 

あらゆる問題が生じた場合は主催者が当事者の意見を聞いて解決することとします。また、

この牛乳パックで紙相撲のルールについて、変更をする事がありますが、事前に公式サイ

トでお知らせを行います。また、重要な事項に関しましては、オーナーの皆様にメールま

たは書面にてお知らせを行います。 

 

 

 

 

 

 

次ページへ 



：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲    ルール：ルール：ルール：ルール：2012.12012.12012.12012.1 改訂版での変更点改訂版での変更点改訂版での変更点改訂版での変更点    

（5）年 齢について 

全ての力士は本場所参加決定時点本場所参加決定時点本場所参加決定時点本場所参加決定時点で年齢を設定し、全力士が 1 月・5 月・9 月場所を目安に

1 つずつ歳を加えていきます。 ※デビュー年齢は抽選で決定となります。19 歳～24 歳ま

でを基本とし、本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数本場所進出者決定トーナメント出場回数 3333 回につき回につき回につき回につき 1111 歳分加算されます。歳分加算されます。歳分加算されます。歳分加算されます。    

例：抽選により「例：抽選により「例：抽選により「例：抽選により「23232323 歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「歳に」＋トーナメント出場回数「6666 回」＝回」＝回」＝回」＝25252525 歳でデビュー。歳でデビュー。歳でデビュー。歳でデビュー。 

変更点：本場所参加時点に変更。 トーナメント出場回数に応じてデビュー年齢が変わる

ことにいたしました。 

 

：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲：牛乳パックで紙相撲    ルール：ルール：ルール：ルール：2011.112011.112011.112011.11 改訂版での変更点改訂版での変更点改訂版での変更点改訂版での変更点    

２：力士について 脚 部－足の角度は自由。足の接地面は片足につき２.７cm 以下とする。 

変更点：片足につき片足につき片足につき片足につきを加えました。 

（4）四股名 全ての力士名は、全国にある全国にある全国にある全国にある地名や川、山等にちなんだものとする。原則と

して店名や商品名、企業名、個人名等を四股名に入れることは出来ません。 

変更点：北海道内から全国へ変更しました。 

 

（5）年 齢 全ての力士は入門時に年齢を設定し、全力士が全力士が全力士が全力士が 1111 月・月・月・月・5555 月・月・月・月・9999 月場所月場所月場所月場所を目安

に 1 つずつ歳を加えていきます。 ※デビュー年齢は抽選で決定となります。19～24 まで 

変更点：2 場所を目安に⇒全力士が 1 月・5 月・9 月場所を目安に変更しました。 

(7)入門  随時新弟子を募集します。新弟子登録には、以下の条件を満たす方々と致します。 

・ 北海道内または全国で全国で全国で全国で活動している 10 名以上で、かつ巡業場所（交流会会場）を提供

していただける団体。 

変更点：全国を加えました。参加方法については削除いたしました。 

（9）引退基準 ① 32 歳以上で、2 場所連続負け越し後、次場所で 5 日目までで 3 連敗を

削除いたしました。④32 歳以上で十両で負け越しを削除いたしました。 

4.本場所について （2）編成・取組・昇進 

変更点：＜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＞＜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＞    を加えました。を加えました。を加えました。を加えました。 

 

主催：牛乳パックで紙相撲実行委員会主催：牛乳パックで紙相撲実行委員会主催：牛乳パックで紙相撲実行委員会主催：牛乳パックで紙相撲実行委員会    

代表：山田大輔代表：山田大輔代表：山田大輔代表：山田大輔    

MailMailMailMail    dddd----fine@kb4.sofine@kb4.sofine@kb4.sofine@kb4.so----net.ne.jpnet.ne.jpnet.ne.jpnet.ne.jp        電話：電話：電話：電話：090090090090----9082908290829082----6466646664666466    

ディーファインメディアプロジェクトＵＲＬディーファインメディアプロジェクトＵＲＬディーファインメディアプロジェクトＵＲＬディーファインメディアプロジェクトＵＲＬ        http://42.tok2.com/dfine/http://42.tok2.com/dfine/http://42.tok2.com/dfine/http://42.tok2.com/dfine/    

    

    

    

    

    


