
しこ名 番  付 勝/負 番  付 勝/負 番  付 勝/負 番  付 勝/負 番  付 勝/負 番  付 勝/負 番  付 しこ名
1 千代皇 前東15 7/8 前東15 3/8休4 十東６ 8/7 十西３ 4/11 十東３ 9/6 前西14 6/9 前東17 大奄美
2 里　山 十西11 8/7 十東９ 8/7 十西７ 7/8 十東８ 11/4 十西８ 9/6 十東４ 7/8 十西４ 明　生
3 大奄美 十西13 10/5 十東10 7/8 十西11 7/8 十西11 9/6 十東11 8/7 十西９ 8/7 十西６ 千代ノ皇
4 若乃島 十東14 4/9 下西３ 5/2 十東14 9/6 十東13 3/12 下東７ 4/3 下東５ 2/6 下西20 里　山
5 明　生 下東６ 4/3 下東５ 3/4 下西８ 2/5 下西16 3/4 下西23 3/4 下西31 3/4 下西31 蘇
6 勝　誠 下西14 2/5 下西29 6/1 下西11 2/5 下西19 1/6 下東43 3/4 引　退 下東44 慶天海
7 慶天海 下東46 5/2 下東33 5/2 下西21 4/3 下西25 2/5 下東45 3/4 下西50 5/2 下西45 勝　誠
8 魁禅 三東８ 4/3 下東57 3/4 下西58 4/3 下西47 3/4 下西52 1/6 下西54 4/3 三西１ 魁　禅
9 榮、豊翔 三西23 4/3 三西12 3/4 三西12 4/3 下西49 2/5 下東53 2/5 三東３ 2/5 三西２ 福　山

10 霧乃龍 三西31 3/4 三東23 5/2 三東24 5/2 下東60 4/3 下西60 4/3 三西12 4/3 三東８ 霧乃龍
11 徳州山 三東70 5/2 三東43 4/3 三東28 3/4 三東２ 4/3 三東15 4/3 三東13 4/3 三西32 豊　翔
12 喜ノ国 三東75 3/4 三東50 5/2 三西32 6/1 三西48 3/4 三西68 6/1 三西22 4/3 三西53 徳　田
13 蘇 三西79 6/1 二西17 4/3 三西97 3/4 三東95 2/2休3 三東71 7休 引　退 二東39 奄美岳
14 大和浪、幸奄美 二西６ 3/4 二西25 2/5 二東56 3/4 二東20 2/5 二西23 4/3 三西70 4/3 二西45 朝ノ島
15 奄美岳 二西20 1/6 二東27 6/1 二西64 6/1 二東33 6/1 二東34 6/1 二西２ 2/5 二西47 奄美将
16 吉崎、奄美将 二西40 4/3 二西58 3/4 二東65 4/3 二西36 2/5 二東47 3/4 二西21 3/4 二東71 幸奄美
17 朝ノ島 二西50 4/3 序口東16 5/2 二東78 4/3 二東48 4/3 二東67 5/2 二東46 3/4
18 徳　田 前相撲 3/1 引　退 序口西３ 6/1 二東77 4/3 二東80 4/3 二東74 4/3

福　山 前相撲 2/0
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１５年間９０場所を勤めたが初場所後引退。体重は９０ｋｇと軽量ながら最高位は幕下４１枚目。お疲れ様でした！
４回目の十両復帰を果たした１月場所だが１場所で陥落。その後復帰を目指すも成績上がらず９月場所後引退。18年間105場所勤める。最高位は十両７枚目。お疲れ様！
三段目28枚目から連続負け越しが続き、9月場所全休の後引退。13年間73場所を勤める。最高位は幕下60枚目。お疲れ様でした！

各力士の（平成２９年）年間成績・番付推移表

奄美岳同様勝ち越し負け越しを繰り返し序二段定着ぎみ。再奮起を期待する！

一時は幕下上位で十両を狙える地位で頑張るも　後半は幕下中位に低迷中。再度以前の馬力を発揮し十両狙い地位への復活を目指せ！

１月の前相撲以降順調に星を伸ばし７月場所に途中休場するもその後三段目まで駆け上がった。体を生かした大きな相撲で今年の更なる飛躍を期待する！

入門後1年余となる3月に幕下まで昇進するもその後勝ち越し、負け越しを繰り返し足踏みが続く。今年は安定した力で幕下以上の地位をめざして頑張れ！

1月に新入幕を果たすも2場所で十両へ陥落　その後はケガもあり8勝止まりで大奄美や明生に超された。今年は着実に勝ち越しを重ね再入幕を果たせ！

順調に力をつけ７月場所に幕下へ昇進するも２場所で陥落　今年は幕下復帰のみでなくさらに上位を目指し精進せよ！

３月場所前相撲でデビュー後４場所連続勝ち越して一気の三段目上位へ進出し幕下昇進は目前！　今年もその勢いでさらなる躍進を期待する！

この1年間で最も力をつけ番付を上げてきた。今年はさらに地力をつけ　十両昇進を狙う一年にせよ！

順調に力をつけ同期の霧乃龍と共に７月場所に幕下へ昇進するも１場所で陥落し以後低迷中。気持ちを立て直して再奮起を期待する！

初場所新十両でスタートし 順調に力をつけて　5月場所負け越すも7月場所で11勝を挙げ見事十両優勝を果たす。11月に念願の幕内昇進を果たす。今年は幕の内定着を目標に頑張れ！

９月場所H29・1月(初）場所 ３月場所 ５月場所 ７月場所

勝ち越せば三段目昇進となる初場所で負け越して以来成績が上がらず序二段に低迷中。同期の霧乃龍や豊翔に追いつくべく再奮起を期待する！

ケガから復帰し幕下上位まで復帰するも成績伸びず　幕下中位に低迷中。もう一度十両復帰を狙って再奮起を期待する！

長年守ってきた十両の座を9月場所から幕下へ陥落　その後復帰ならず。体力的に厳しい状況だろうが、またあの粘りの相撲で観客をわかせてほしい。奮起を期待する！

＜各力士の一年を総括して＞

H30.1月場所  11月場所

この１年勝ち越し負け越しを繰り返し　序二段に定着気味。三段目を目指し再奮起を期待する！

デビューから１年で５月場所三段目まで駆け上がったが１場所で序二段に陥落し以後低迷気味。再奮起を期待する！

新十両から1・3月場所幕下へ陥落するも5月場所以降は再十両に復帰し幕内を狙える地位まで地位を上げてきた。今年は念願の幕の内昇進を期待する！


