
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 里　山 十西６ 9/6 前東15 6/9 十西１ 6/9 十西４ 5/10 十西８ 10/5 十西２ 8/7 前東15 千代皇
2 千代皇 十西８ 6/9 十西10 8/7 十西７ 8/7 十東７ 7/8 十西９ 5/10 十東14 9/6 十西11 里　山
3 若ノ島 下西１ 3/4 下西４ 2/5 下東４ 2/5 下西３ 5/2 十西13 6/9 十西14 5/10 十西13 大奄美
4 勝　誠 下東６ 3/4 下東10 5/2 下東９ 4/3 下東５ 4/3 下東３ 4/3 下西１ 4/3 十東14 若乃島
5 慶天海 下東15 4/3 下西10 3/4 下西12 5/2 下東６ 4/3 下西３ 4/3 下東２ 4/3 下東６ 明　生
6 坂　元 下15付出 4/3 下西11 4/3 下東16 6/1 下東14 2/5 下東29 7休 下東11 3/4 下西14 勝　誠
7 明　生 下西17 3/4 下西23 5/2 下東17 2/5 下西36 4/3 下西29 6/1 三西９ 5/2 下東46 慶天海
8 榮 三東５ 3/4 三西12 2/5 下西55 3/4 三西４ 3/4 三西18 1/6 三西51 4/3 三東８ 魁　禅
9 霧乃龍 三東26 4/3 三西17 5/2 三東38 3/4 三西32 4/3 三西20 7休 三西53 3/4 三西23 榮

10 徳州山 三東35 4/3 三東19 0/5 三西58 5/2 三東55 3/4 三西36 2/5 三東62 6/1 三西31 霧乃龍
11 喜ノ国 三東72 5/2 三東41 3/4 三西69 3/4 三東83 7休 三西71 4/3 三東81 6/1 三東70 徳州山
12 朝ノ島 二西23 1/6 二東４ 4/3 三東85 2/5 三西96 6/1 二東37 3/4 二西６ 5/2 三東75 喜ノ国
13 徳太宝 二東42 5/2 二東５ 3/4 三西98 3/4 二西13 3/4 二東44 5/2 二西16 2/5 三西79 蘇
14 奄美岳 二東75 6/1 二西41 2/5 二西25 7休 二東17 2/5 二西46 3/4 二西28 4/3 二西６ 大和浪
15 大和浪 二西75 4/3 二東68 6/1 二西33 5/2 二西71 4/3 二西58 4/3 二西46 6/1 二西20 奄美岳
16 蘇 序西15 7休 序西16 6/1 二西75 3/4 二東89 4/3 二東60 5/2 二西62 5/2 二西40 吉　﨑
17 魁　禅 前相撲 3/1 番付外 7休 序西12 4/3 二西95 7休 序東20 7休 二東72 4/3 二西50 朝ノ島
18 吉　﨑 前相撲 2/0 序西15 ７休 序西24 1/6休 序東27 6/1 番付外 7休 番付外 徳　田
19 徳　田 前相撲 3/2 番付外 2/1 引　退

千代皇
里　山

大奄美（坂元）
若乃島
明　生
勝　誠
慶天海
魁　禅 １月場所に前相撲でデビュー後、圧倒的な勝ち星で序の口序二段を１場所で駆け上がり一気に三段目上位へ。この１年で最も驚異的な伸びを示した。来年の活躍が楽しみだ！

榮
霧乃龍
徳州山
喜ノ国

蘇
大和浪
奄美岳
吉　﨑 3月場所に前相撲デビュー、9月場所3勝で負け越した以外は順調に勝ち越しを続け、デビューから1年で三段目目前まで着実に番付を上げてきた。この調子で来年は飛躍の年にせよ！

朝ノ島
徳　田 鳴り物入りで５月場所に前相撲デビューし３勝するも、その後はケガで全休、番付外となったまま。しっかり体を整え、再デビューを待っているぞ！

この一年幕下上位に定着するも、なかなか十両を狙うまでにならない。新年初場所以降の奮起に期待する。

１月場所で幕下陥落、９月場所で３度目の十両復帰、１１月場所で陥落と成績が安定しないが、新年初場所に４回目の十両復帰を果たした。今度こそ定着を期待する。

＜各力士の一年を総括して＞

H29.1月場所  11月場所

永らく序二段に低迷するも、ここ２場所連続勝ち越し、いよいよ新年初場所は三段目狙いの場所となる。同期の栄や霧乃龍に追いつき追い越せ！

５月場所に三段目昇格するも，成績のむらが多く、序二段を上下している。安定した取組を期待。

初場所勝ち越して3月場所に４度目の入幕、悲願の勝ち越しを狙うも6勝止まり、以後負け越し続き、11月場所９勝で新年初場所また復活なるか。来年も魅力的な相撲を期待する。

各力士の（平成２８年）年間成績・番付推移表

１，３月場所連続勝ち越して５月場所三段目昇格するもその後連続負け越し序二段へ戻る。１１月場所５勝でまた復活、新年初場所は三段目狙いの場所だ！

体調も戻り、十両復活への期待が掛かるも幕下中位で停滞気味。今一度発起して上位を目指してほしい。健闘を期待する！

ケガで３月場所番付外となるも、９月場所から２連続で６勝を挙げ、一気に新年初場所に三段目に復帰。新年はいよいよ以前の勢いを取り戻す１年になるか！

三段目上位の力をつけてきた。５月場所に幕下昇進するも１場所で陥落した。１１月場所６勝を挙げ、その勢いで新年初場所での活躍に期待する。

初場所幕下１５枚目付け出しでデビュー、以後６場所連続４勝３敗の成績でじりじり番付を上げ、７場所目でみごと新年初場所十両昇進。しこ名も大奄美と改名した。健闘を期待！

３月場所から体調を崩し序二段に陥落するも、その後二場所連続勝ち越して新年初場所三段目復帰を果たした。新年の活躍を期待する！

この１年安定して三段目に定着してきた。この２場所連続勝ち越した勢いで，新年初場所以降、同期の栄と共にさらなる上位を目指して健闘を期待する！

１月場所の幕下からスタートし、１１月場所十両入りとこの一年で最も顕著な躍進を果たした。惜しくも負け越し陥落したが、さらに力をつけて十両復活そして定着を目指せ！

軽量の体格ながら三段目中位で良く健闘し９月場所で幕下狙いの地位煮上がるも大きく負け越し、新年も１月場所の元の地位に戻ってしまった。

８勝止まりながら安定して十両定着するも，１１月場所の終盤４連勝を挙げ勝ち越し、ワンチャンスを生かして見事念願の幕内昇進！！これからが正念場だ。健闘を期待！

９月場所H28・1月(初）場所 ３月場所 ５月場所 ７月場所



3月場所に前相撲デビュー、9月場所3勝で負け越した以外は順調に勝ち越しを続け、デビューから1年で三段目目前まで着実に番付を上げてきた。この調子で来年は飛躍の年にせよ！
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このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの
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能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。
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このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの
Excel ではサポートされていません。このブックを以前のバージョン
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再現性の低下 出現数

選択したファイル形式でサポートされていない書式が、このブック
内の一部のセルまたはスタイルに設定されています。このような書
式は、選択したファイル形式で使用できる最も近い書式に変換され
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