
H1.1 H1.3 H1.5 H1.7 H1.9 H1.11
立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27

式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25
三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14

木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6
式守勘太夫 7 式守勘太夫 7 式守勘太夫 7 式守勘太夫 7 式守勘太夫 7 停年 幕内 式守錦之助 7

幕内 式守錦之助 7 幕内 式守錦之助 7 幕内 式守錦之助 7 幕内 式守錦之助 7 幕内 式守錦之助 7 木村善之輔 3
木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 式守錦太夫 9
式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守與之吉 7
式守與之吉 7 式守與之吉 7 式守與之吉 7 式守與之吉 7 式守與之吉 7 木村林之助 3
木村林之助 3 木村林之助 3 木村林之助 3 木村林之助 3 木村林之助 3 木村庄三郎 9
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村咸喬
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村光彦

○ 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 十枚目 木村朝之助 3
十枚目 木村朝之助 3 十枚目 木村朝之助 3 十枚目 木村朝之助 3 十枚目 木村朝之助 3 十枚目 木村朝之助 3 式守慎之助 2

式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守勝治
式守勝治 式守勝治 式守勝治 式守勝治 式守勝治 木村孔一
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村城之介
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 式守太一郎
式守太一郎 式守太一郎 式守太一郎 式守太一郎 式守太一郎 式守敏廣
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村玉治郎 5

○ 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 幕下 木村正直 4
幕下 木村正直 4 幕下 木村正直 4 幕下 木村正直 4 幕下 木村正直 4 幕下 木村正直 4 木村吉之輔

木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村英樹
木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村雅之助
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村春夫

○ 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 三段目 木村晃之助
三段目 木村晃之助 三段目 木村晃之助 三段目 木村晃之助 三段目 木村晃之助 三段目 木村晃之助 木村寿行

木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 式守国浩
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村榮ノ助
木村偉之助 木村偉之助 木村偉之助 廃業 木村榮ノ助 木村榮ノ助 序二段 木村一宏

○ 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 序二段 木村一宏 序二段 木村一宏 木村鎮秋
序二段 木村一宏 序二段 木村一宏 序二段 木村一宏 木村鎮秋 木村鎮秋 式守政樹

木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 式守政樹 式守政樹 木村圭吾
○ 式守政樹 式守政樹 式守政樹 木村圭吾 木村圭吾 序ノ口 式守錦吾
○ 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 序ノ口 式守錦吾 序ノ口 式守錦吾 式守裕光

序ノ口 式守錦吾 序ノ口 式守錦吾 序ノ口 式守錦吾 式守裕光 式守裕光 木村友一
式守修 式守修 式守修 廃業 木村友一 木村友一 木村博秋

● 式守裕光 ● 木村博秋 木村博秋 ● 木村玉司
● 木村友一

H2.1 H2.3 H2.5 H2.7 H2.9 H2.11
立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 立 木村庄之助27 停年

式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25 式守伊之助25
三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14

木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6 木村庄二郎 6
○ 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7

幕内 木村善之輔 3 幕内 木村善之輔 3 幕内 木村善之輔 3 幕内 木村善之輔 3 幕内 木村善之輔 3 幕内 木村善之輔 3
式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9
與之吉改

式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8
林之助改

木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦

○ 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
十枚目 式守慎之助 2 十枚目 式守慎之助 2 十枚目 式守慎之助 2 十枚目 式守慎之助 2 十枚目 式守慎之助 2 十枚目 式守慎之助 2

式守勝治 式守勝治 式守勝治 式守勝治 式守勝治 式守勝治
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
太一郎改

式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5

○ 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
幕下 木村吉之輔 幕下 木村吉之輔 幕下 木村吉之輔 幕下 木村吉之輔 幕下 木村吉之輔 幕下 木村吉之輔

木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村英樹 木村英樹
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫

○ 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
○ 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行

三段目 式守国浩 三段目 式守国浩 三段目 式守国浩 三段目 式守国浩 三段目 式守国浩 三段目 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助

○ 木村一宏 木村一宏 木村一宏 木村一宏 木村一宏 廃業 木村鎮秋
○ 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 序二段 木村圭吾

序二段 式守政樹 序二段 式守政樹 序二段 式守政樹 序二段 式守政樹 序二段 式守政樹 廃業 式守錦吾
木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 式守裕光

○ 式守錦吾 式守錦吾 式守錦吾 式守錦吾 式守錦吾 序ノ口 木村博秋
○ 式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光 木村紀行
○ 木村友一 木村友一 廃業 序ノ口 木村博秋 序ノ口 木村博秋 序ノ口 木村博秋 木村秀大

序ノ口 木村博秋 序ノ口 木村博秋 ● 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村真志
式守玉司 廃業 ● 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村孝伸

● 木村真志 木村真志 木村真志 木村修
● 木村孝伸 木村孝伸 木村孝伸 式守秀之助

● 木村修 木村修
● 式守秀之助 式守秀之助



H3.1 H3.3 H3.5 H3.7 H3.9 H3.11

立 ○
伊之助改

木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28

○
庄二郎改

式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26
三役 ↓ 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14

式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 式守錦之助 7 停年
○ 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3

幕内 式守錦太夫 9 幕内 式守錦太夫 9 幕内 式守錦太夫 9 幕内 式守錦太夫 9 幕内 式守錦太夫 9 幕内 式守錦太夫 9
式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8
木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3

○ 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2
十枚目 式守勝治 十枚目 式守勝治 十枚目 式守勝治 十枚目 式守勝治 十枚目 式守勝治 十枚目 式守勝治

木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4

○ 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔

幕下 木村英樹 幕下 木村英樹 幕下 木村英樹 幕下 木村英樹 幕下 木村英樹 幕下
英樹改

木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行

○ 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
○ 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基

三段目 木村榮ノ助 三段目 木村榮ノ助 三段目 木村榮ノ助 三段目 木村榮ノ助 三段目 木村榮ノ助 三段目 木村榮ノ助
木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋

○ 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾
○ 式守錦吾 廃業 式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光
○ 式守裕光 序二段 木村博秋 序二段 木村博秋 序二段 木村博秋 序二段 木村博秋 序二段 木村博秋

序二段 ○ 木村博秋 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村紀行
○ 木村紀行 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大
○ 木村秀大 木村真志 木村真志 木村真志 木村真志 木村真志
○ 木村真志 木村孝伸 木村孝伸 木村孝伸 木村孝伸 廃業 序ノ口 木村修
○ 木村孝伸 序ノ口 木村修 序ノ口 木村修 序ノ口 木村修 序ノ口 木村修 式守秀之助

序ノ口 木村修 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 木村勝也
式守秀之助 ● 木村勝也 木村勝也 木村勝也 木村慶一郎

● 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村朝直
● 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村松之助
● 木村松之助 木村松之助 木村松之助

H4.1 H4.3 H4.5 H4.7 H4.9 H4.11
立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28

式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 式守伊之助26 停年 ○
庄太郎改

式守伊之助27
三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村庄太郎14 三役 木村善之輔 3

木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 木村善之輔 3 式守錦太夫 9
○ 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 幕内 式守勘太夫 8

幕内 式守勘太夫 8 幕内 式守勘太夫 8 幕内 式守勘太夫 8 幕内 式守勘太夫 8 幕内 式守勘太夫 8 木村容堂 2
木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村庄三郎 9
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村咸喬
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村光彦
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村朝之助 3
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 式守慎之助 2
式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守与太夫11

○
勝治改

式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 十枚目 木村孔一
十枚目 木村孔一 十枚目 木村孔一 十枚目 木村孔一 十枚目 木村孔一 十枚目 木村孔一 木村城之介

木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 式守與之吉 8
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守敏廣
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村玉治郎 5
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村正直 4
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村吉之輔
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村和一郎

○ 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 幕下 木村雅之助
幕下 木村雅之助 幕下 木村雅之助 幕下 木村雅之助 幕下 木村雅之助 幕下 木村雅之助 木村恵之助

木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村春夫
木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村寿行
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 式守国浩
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村榮ノ助

○ 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村榮ノ助 木村鎮秋
○ 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 木村鎮秋 三段目 木村圭吾

三段目 木村圭吾 三段目 木村圭吾 三段目 木村圭吾 三段目 木村圭吾 三段目 木村圭吾 式守裕光
式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光 式守裕光 木村博秋

○ 木村博秋 木村博秋 木村博秋 木村博秋 木村博秋 木村紀行
○ 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村秀大
○ 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村真志
○ 木村真志 木村真志 木村真志 木村真志 木村真志 序二段 式守修一郎

序二段 ○
修改

式守修一郎 序二段 式守修一郎 序二段 式守修一郎 序二段 式守修一郎 序二段 式守修一郎 式守秀之助
○ 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 木村勝也
○ 木村勝也 木村勝也 木村勝也 木村勝也 木村勝也 木村慶一郎
○ 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 序ノ口 木村朝直

序ノ口 木村朝直 序ノ口 木村朝直 序ノ口 木村朝直 序ノ口 木村朝直 序ノ口 木村朝直 木村松之助
木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村誠二

● 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村行男
● 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男



H5.1 H5.3 H5.5 H5.7 H5.9 H5.11
立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 立 木村庄之助28 停年

式守伊之助27 式守伊之助27 式守伊之助27 式守伊之助27 停年 三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3
三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9

式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8
○ 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2

幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村咸喬 木村咸喬
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村光彦 木村光彦
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村朝之助 3 木村朝之助 3
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 式守慎之助 2 式守慎之助 2
式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守与太夫11 式守与太夫11
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 木村孔一 木村孔一

○ 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 十枚目 木村城之介 十枚目 木村城之介
十枚目 木村城之介 十枚目 木村城之介 十枚目 木村城之介 十枚目 木村城之介 式守與之吉 8 式守與之吉 8

式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守敏廣 式守敏廣
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 木村信孝 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村正直 4 木村正直 4
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村吉之輔 木村吉之輔
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村雅之助 木村雅之助

○ 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 幕下 木村恵之助 幕下 木村恵之助
幕下 木村恵之助 幕下 木村恵之助 幕下 木村恵之助 幕下 木村恵之助 木村春夫 木村春夫

木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村晃之助 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村寿行 木村寿行
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 式守国浩 式守国浩
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 木村元基 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村海颯聖 木村海颯聖
榮ノ助改

木村海颯聖 木村海颯聖 木村海颯聖 木村海颯聖 木村秋治郎 木村秋治郎
鎮秋改

木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村圭吾 木村圭吾
○ 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光

三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 木村博秋 木村博秋
木村博秋 木村博秋 木村博秋 木村博秋 木村紀行 木村紀行
木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村紀行 木村秀大 木村秀大
木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村真志 木村真志
木村真志 木村真志 木村真志 木村真志 式守修一郎 式守修一郎

○ 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守秀之助 式守秀之助
○ 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 序二段 木村勝也 序二段 木村勝也

序二段 木村勝也 序二段 木村勝也 序二段 木村勝也 序二段 木村勝也 木村慶一郎 木村慶一郎
木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村朝直 木村朝直

○ 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村松之助 木村松之助
○ 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 序ノ口 木村誠二 序ノ口 木村誠二

序ノ口 木村誠二 序ノ口 木村誠二 序ノ口 木村誠二 序ノ口 木村誠二 木村行男 木村行男
木村行男 木村行男 木村行男 木村行男 式守玉男 式守玉男

● 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎

● 木村吉二郎
一成改

木村一行 木村一行
● 木村一成 木村佳己 木村佳己
● 木村佳己

H6.1 H6.3 H6.5 H6.7 H6.9 H6.11

三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 立 ○
錦太夫改

式守伊之助28 立 式守伊之助28 立 式守伊之助28 立 式守伊之助28
式守錦太夫 9 式守錦太夫 9 三役 ↓ 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3 三役 木村善之輔 3
式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8 式守勘太夫 8

幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2 幕内 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3

式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2 式守慎之助 2
慎之助改

式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一

○ 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
○ 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8

十枚目 式守敏廣 十枚目 式守敏廣 十枚目 式守敏廣 十枚目 式守敏廣 十枚目 式守敏廣 十枚目 式守敏廣
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助

○ 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
○ 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫 木村春夫

幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
海颯聖改

木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾 木村圭吾

三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光
木村博秋 木村博秋 木村博秋 廃業 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
紀行改

木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村秀大 木村秀大 木村秀大
木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
真志改

木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎
式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助
式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎

○
勝也改

木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎
序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 木村朝直 木村朝直 木村朝直

木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村松之助 木村松之助 木村松之助
木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村誠二 木村誠二 木村誠二

○ 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村行男 木村行男 木村行男
○ 木村行男 木村行男 木村行男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
○ 式守玉男 式守玉男 式守玉男 序ノ口 木村吉二郎 序ノ口 木村吉二郎 序ノ口 木村吉二郎

序ノ口 木村吉二郎 序ノ口 木村吉二郎 序ノ口 木村吉二郎 木村佳己 木村佳己
佳己改

木村歳之助
木村一行 木村一行 廃業 木村佳己 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
木村佳己 木村佳己 木村保之助 3 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎

● 木村保之助 3 木村保之助 3 ● 式守清太郎 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助
● 木村栄之助 ● 木村将二 木村将二 木村将二



H7.1 H7.3 H7.5 H7.7 H7.9 H7.11

立 ○
伊之助改

木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29

○
善之輔改

式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29
三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8

○ 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
○ 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9

幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8

○ 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣
十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝

木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助

木村春夫
春夫改

木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助

木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村圭吾 死去 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光 三段目 式守裕光

三段目 式守裕光 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大 木村秀大
木村秀大 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎
式守修一郎 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助
式守秀之助 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎 序二段 木村慶一郎

序二段 木村慶一郎 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村朝直
木村朝直 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助
木村松之助 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二
木村誠二 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男
木村行男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎

○ 木村吉二郎 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助
○ 木村歳之助 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
○ 木村保之助 3 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎

序ノ口 式守清太郎 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助
木村栄之助 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村将二 ● 木村高之助 木村高之助 木村高之助
H8.1 H8.3 H8.5 H8.7 H8.9 H8.11

立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29
式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29

三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8
木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9

幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣

十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4

幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎

○
裕光改

式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
三段目 木村堅治郎 三段目 木村堅治郎 三段目 木村堅治郎 三段目 木村堅治郎 三段目 木村堅治郎 三段目 木村堅治郎

木村秀大 木村秀大 廃業 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎
式守修一郎 式守修一郎 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助
式守秀之助 式守秀之助 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村勝次郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎

○ 木村慶一郎 木村慶一郎 木村朝直 木村朝直 木村朝直 木村朝直 廃業
○ 木村朝直 木村朝直 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助
○ 木村松之助 木村松之助 序二段 木村誠二 序二段 木村誠二 序二段 木村誠二 序二段 木村誠二

序二段 木村誠二 序二段 木村誠二 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎
行男改

木村幸二郎 木村幸二郎 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
式守玉男 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助
木村歳之助 木村歳之助 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
木村保之助 3 木村保之助 3 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎

序ノ口 式守清太郎 序ノ口 式守清太郎 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助
木村栄之助 木村栄之助 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村将二 木村将二 木村高之助 木村高之助 木村高之助 木村高之助
木村高之助 木村高之助



H9.1 H9.3 H9.5 H9.7 H9.9 H9.11
立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29

式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29
三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8

木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9

幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣

十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4

幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助 幕下 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3

○ 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
○ 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎
式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助
木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎
木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村松之助

○ 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二
○ 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎

序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助
木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3

○ 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎
○ 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助

序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二
木村高之助 木村高之助 木村高之助 退職
H10.1 H10.3 H10.5 H10.7 H10.9 H10.11

立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29
式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29

三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8
木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9

幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬 幕内 木村咸喬
木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦 木村光彦
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣

十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝 十枚目 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4

○ 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行

式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎 三段目 式守修一郎
式守秀之助 式守秀之助 式守秀之助 退職 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎
木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村松之助 木村松之助 退職 木村誠二
木村松之助 木村松之助 木村松之助 木村誠二 木村誠二 木村幸二郎
木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村幸二郎 木村幸二郎 序二段 式守玉男
木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 木村吉二郎

序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 序二段 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村歳之助
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村歳之助 木村歳之助 木村保之助 3
木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村保之助 3 木村保之助 3 式守清太郎
木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 式守清太郎 式守清太郎 木村栄之助
式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 木村栄之助 木村栄之助 序ノ口 木村将二
木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 式守健太

序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 序ノ口 木村将二 ● 式守健太



H11.1 H11.3 H11.5 H11.7 H11.9 H11.11
立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29

式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29
三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8

木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9

○ 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬
幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦

木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣

○ 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5

木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助

幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

○ 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎
三段目 木村勝次郎 三段目 木村勝次郎 三段目 木村勝次郎 三段目 木村勝次郎 三段目 木村勝次郎 三段目 木村勝次郎

木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎 木村慶一郎
木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二
木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎

○ 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
序二段 木村吉二郎 序二段 木村吉二郎 序二段 木村吉二郎 序二段 木村吉二郎 序二段 木村吉二郎 序二段 木村吉二郎

木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助
木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 式守清太郎 退職
木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助

○ 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太

● 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助
● 木村慶治 木村慶治 退職

H12.1 H12.3 H12.5 H12.7 H12.9 H12.11
立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 立 木村庄之助29

式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 式守伊之助29 停年 ○
勘太夫改

式守伊之助30 式守伊之助30 停年
三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 式守勘太夫 8 三役 木村容堂 2 三役 木村容堂 2

木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村容堂 2 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9
木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村庄三郎 9 木村咸喬 木村咸喬
木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦

幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 幕内 木村光彦 木村朝之助 3 木村朝之助 3
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 式守錦太夫10 式守錦太夫10
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守与太夫11 式守与太夫11
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 木村孔一 木村孔一
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村城之介 木村城之介
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 式守與之吉 8 式守與之吉 8
式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守與之吉 8 式守敏廣 式守敏廣
式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 式守敏廣 木村信孝 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5

十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 十枚目 木村玉治郎 5 木村正直 4 木村正直 4
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村吉之輔 木村吉之輔
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村雅之助 木村雅之助
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村恵之助 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村晃之助 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行

幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 幕下 木村寿行 式守国浩 式守国浩
式守国浩 式守国浩 式守国浩 式守国浩 木村元基 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村誠司郎 木村誠司郎
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 式守修一郎 式守修一郎
式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 木村勝次郎 木村勝次郎

○ 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 三段目 木村慶一郎 三段目 木村慶一郎
三段目 木村慶一郎 三段目 木村慶一郎 三段目 木村慶一郎 三段目 木村慶一郎 木村誠二 木村誠二

木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村幸二郎 木村幸二郎
木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 木村幸二郎 式守玉男 式守玉男
式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎

○ 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
歳之助改

木村勘九郎 木村勘九郎
○ 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 木村歳之助 序二段 木村保之助 3 序二段 木村保之助 3

序二段 木村保之助 3 序二段 木村保之助 3 序二段 木村保之助 3 序二段 木村保之助 3 木村栄之助 木村栄之助
木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村栄之助 木村将二 木村将二
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太

序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 序ノ口 式守健太 木村純之助 木村純之助
木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助 式守晴輝 式守晴輝

● 式守晴輝 式守晴輝 式守晴輝 ● 木村好夫



H13.1 H13.3 H13.5 H13.7 H13.9 H13.11

立 木村庄之助29 立 木村庄之助29 停年 立 式守伊之助31 立 式守伊之助31 立 式守伊之助31 立 ○
伊之助改

木村庄之助30

○
容堂改

式守伊之助31 式守伊之助31 三役 木村庄三郎 9 三役 木村庄三郎 9 三役 木村庄三郎 9 ○
庄三郎改

式守伊之助32
三役 木村庄三郎 9 三役 木村庄三郎 9 木村咸喬 木村咸喬 木村咸喬 三役 木村咸喬

木村咸喬 木村咸喬 木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1

○
光彦改

木村光之助 1 木村光之助 1 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
○ 木村朝之助 3 木村朝之助 3 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10

幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
式守与太夫11 式守与太夫11 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村孔一 木村孔一 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
木村城之介 木村城之介 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
與之吉改

式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9
敏廣改

式守與之吉 9 式守與之吉 9 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5

○ 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4
十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔

木村吉之輔 木村吉之輔 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村雅之助 木村雅之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行

○ 木村寿行 木村寿行 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8

○
国浩改

式守錦之助 8 式守錦之助 8 幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基
幕下 木村元基 幕下 木村元基 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎

木村誠司郎 木村誠司郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎 式守修一郎
式守修一郎 式守修一郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村勝次郎 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男

○
慶一郎改

木村隆男 木村隆男 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二
三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男

幸二郎改

木村行男 木村行男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
式守玉男 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3

○ 木村保之助 3 木村保之助 3 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助
序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二

木村将二 木村将二 式守健太 式守健太 式守健太 式守健太
○ 式守健太 式守健太 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助
○ 木村純之助 木村純之助 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫

序ノ口 式守晴輝 退職 序ノ口 木村好夫 ● 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義
木村好夫
H14.1 H14.3 H14.5 H14.7 H14.9 H14.11

立 木村庄之助30 立 木村庄之助30 立 木村庄之助30 立 木村庄之助30 立 木村庄之助30 立 木村庄之助30
式守伊之助32 式守伊之助32 式守伊之助32 式守伊之助32 式守伊之助32 式守伊之助32

三役 木村咸喬 三役 木村咸喬 三役 木村咸喬 三役 木村咸喬 三役 木村咸喬 三役 木村咸喬
木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1 木村光之助 1
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3

幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10 幕内 式守錦太夫10
式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5 木村玉治郎 5

十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4 十枚目 木村正直 4
木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助 木村雅之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8

幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基 幕下 木村元基
木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎 木村誠司郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

式守修一郎
修一郎改

式守修 式守修 式守修 式守修 式守修
木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男

三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二
木村行男 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男
式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3

序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助 序二段 木村栄之助
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
式守健太 式守健太 退職 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助
木村純之助 木村純之助 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫

序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義
木村隆義 木村隆義 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔

● 木村亮輔 木村亮輔 ● 式守大輔 式守大輔 式守大輔



H15.1 H15.3 H15.5 H15.7 H15.9 H15.11

立 木村庄之助30 停年 立 式守伊之助32 立 ○
伊之助改

木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31

式守伊之助32 三役 木村咸喬 ○
咸喬改

式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33
三役 木村咸喬 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1

木村光之助 1 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
木村朝之助 3 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10

○ 式守錦太夫10 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11
幕内 式守与太夫11 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一

木村孔一 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
木村城之介 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
式守勘太夫 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9
式守與之吉 9 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村信孝 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
玉治郎改

木村庄三郎10 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
○ 木村正直 4 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔

十枚目 木村吉之輔 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
雅之助改

木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村恵之助 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村善之輔 4 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村晃之助 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
木村寿行 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8
式守錦之助 8 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基

○ 木村元基 幕下 木村誠司郎 幕下 木村誠司郎 幕下 木村誠司郎 幕下 木村誠司郎 幕下 木村誠司郎
幕下 木村誠司郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎

木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 式守修 式守修 式守修 式守修 式守修
式守修 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村隆男 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二 三段目 木村誠二

三段目 木村誠二 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男 木村行男
木村行男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男
式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
木村保之助 3 序二段 木村将二 序二段 木村将二 序二段 木村将二 序二段 木村将二 序二段 木村将二

序二段 木村栄之助 退職 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助
木村将二 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫 序ノ口 木村好夫
木村純之助 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義

序ノ口 木村好夫 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔
木村隆義 式守大輔 式守大輔 式守大輔 式守大輔 式守大輔
木村亮輔 ● 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀
式守大輔 ● 木村光哉 木村光哉 木村光哉
H16.1 H16.3 H16.5 H16.7 H16.9 H16.11

立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31
式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33

三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1
木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10

幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介
式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4

十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基

幕下 木村誠司郎 死去 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎
木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

木村要之助 2
修改

式守脩 式守脩 式守脩 式守脩 式守脩
式守修 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村隆男 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二

○ 木村誠二 三段目 木村行男 三段目 木村行男 三段目 木村行男 三段目 木村行男 三段目 木村行男
三段目 木村行男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男

式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
木村保之助 3 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二

○ 木村将二 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助
序二段 木村純之助 木村好夫 木村好夫 木村好夫 木村好夫 木村好夫

○ 木村好夫 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義
○ 木村隆義 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔
○ 木村亮輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔

序ノ口 式守大輔 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀
木村泰賀 木村光哉 木村光哉 木村光哉 木村光哉 木村光哉
木村光哉 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗

● 木村秀朗



H17.1 H17.3 H17.5 H17.7 H17.9 H17.11
立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 立 木村庄之助31 停年

式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33 式守伊之助33
三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1 三役 木村光之助 1

木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3 木村朝之助 3
式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 式守錦太夫10 停年 ○ 式守与太夫11 式守与太夫11

幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 幕内 式守与太夫11 ○ 木村孔一
孔一改

木村一童
木村孔一 木村孔一 木村孔一 木村孔一 幕内 木村城之介 幕内 木村城之介
木村城之介 木村城之介 木村城之介 木村城之介 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9
式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 木村信孝 木村信孝
木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村信孝 木村庄三郎10 木村庄三郎10
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村正直 4 木村正直 4
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 ○ 木村吉之輔 木村吉之輔

十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 十枚目 木村吉之輔 ○ 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 十枚目 木村玉治郎 6 十枚目 木村玉治郎 6
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村善之輔 4 木村善之輔 4
木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村晃之助 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村寿行 木村寿行
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 式守錦之助 8 式守錦之助 8
式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 木村元基 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 ○ 木村秋治郎 木村秋治郎

幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 木村秋治郎 幕下 式守慎之助 3 幕下 式守慎之助 3
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 式守脩 式守脩
式守脩 式守脩 式守脩 式守脩 木村勝次郎 木村勝次郎
木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村勝次郎 木村隆男 木村隆男
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村誠二 木村誠二
木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 三段目 木村行男 三段目 木村行男

三段目 木村行男 三段目 木村行男 三段目 木村行男 三段目 木村行男 式守玉男 式守玉男
式守玉男 式守玉男 式守玉男 式守玉男 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村保之助 3 木村保之助 3
木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村将二 木村将二
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助

序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 木村好夫 木村好夫
木村好夫 木村好夫 木村好夫 木村好夫 木村隆義 木村隆義
木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村亮輔 木村亮輔
木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔

序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 木村泰賀 木村泰賀
木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村秀朗 木村秀朗
木村光哉 退職 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 式守一輝 式守一輝
木村秀朗 ● 式守一輝 式守一輝
H18.1 H18.3 H18.5 H18.7 H18.9 H18.11

立 ○
伊之助改

木村庄之助32 停年 立 ○
朝之助改

式守伊之助35 立 ○
伊之助改

木村庄之助33 立 木村庄之助33 立 木村庄之助33 立 木村庄之助33

○
光之助改

式守伊之助34 停年 三役 式守与太夫11 ○
与太夫改

式守伊之助36 式守伊之助36 式守伊之助36 式守伊之助36
三役 木村朝之助 3 ○ 木村城之介 三役 木村城之介 三役 木村城之介 三役 木村城之介 三役 木村城之介

式守与太夫11 ○ 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守勘太夫 9
木村一童 停年 ○ 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9

幕内 木村城之介 幕内 木村信孝 幕内
信孝改

木村玉光16 幕内 木村玉光16 幕内 木村玉光16 幕内 木村玉光16
式守勘太夫 9 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
式守與之吉 9 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
木村信孝 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11
木村庄三郎10 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村正直 4 ○ 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
吉之輔改

式守錦太夫11 ○ 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村和一郎 ○ 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4 木村善之輔 4

十枚目 木村玉治郎 6 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助
木村恵之助 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
木村善之輔 4 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8 式守錦之助 8
木村晃之助 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村寿行 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守錦之助 8 ○ 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村元基 ○ 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村秋治郎 ○ 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

幕下 式守慎之助 3 ○
脩改

式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村堅治郎 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎
木村要之助 2 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
式守脩 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二 木村誠二

木村勝次郎 三段目

行男改

木村行之介 三段目 木村行之介 三段目 木村行之介 三段目 木村行之介 三段目 木村行之介

木村隆男
玉男改

式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎
木村誠二 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎

三段目 木村行男 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
式守玉男 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3 木村保之助 3
木村吉二郎 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村勘九郎 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助 序二段 木村純之助
木村保之助 3 木村好夫 木村好夫 木村好夫 木村好夫 退職 木村隆義
木村将二 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村隆義 木村亮輔

序二段 木村純之助 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 序ノ口 式守大輔 退職
木村好夫 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 序ノ口 式守大輔 木村泰賀
木村隆義 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村泰賀 木村秀朗
木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 式守一輝

序ノ口 式守大輔 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守憲吾
木村泰賀 ● 式守憲吾 式守憲吾 式守憲吾 式守厚介
木村秀朗 ● 式守厚介 式守厚介 木村光太郎
式守一輝 ● 木村光太郎 木村光太郎 式守正宏

● 式守正宏 式守正宏 木村悟志
● 木村春也 木村春也 退職
● 木村悟志 木村悟志



H19.1 H19.3 H19.5 H19.7 H19.9 H19.11

立 木村庄之助33 立 木村庄之助33 停年 立 ○
伊之助改

木村庄之助34 立 木村庄之助34 立 木村庄之助34 立 木村庄之助34

式守伊之助36 式守伊之助36 ○
城之介改

式守伊之助37 式守伊之助37 式守伊之助37 式守伊之助37

三役 木村城之介 三役 木村城之介 三役 式守勘太夫 9 三役 式守勘太夫 9 停年 三役
與之吉改

式守勘太夫10 三役 式守勘太夫10
式守勘太夫 9 式守勘太夫 9 式守與之吉 9 式守與之吉 9 ○ 木村玉光16 木村玉光16
式守與之吉 9 式守與之吉 9 幕内 木村玉光16 幕内 木村玉光16 ○ 木村庄三郎10 木村庄三郎10

幕内 木村玉光16 幕内 木村玉光16 木村庄三郎10 木村庄三郎10 幕内 木村正直 4 幕内 木村正直 4
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村正直 4 木村正直 4 式守錦太夫11 式守錦太夫11
木村正直 4 木村正直 4 式守錦太夫11 式守錦太夫11 木村和一郎 木村和一郎
式守錦太夫11 式守錦太夫11 木村和一郎 木村和一郎 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村和一郎 木村和一郎 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村恵之助 木村恵之助 木村庄太郎15 木村庄太郎15 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助
善之輔改

木村庄太郎15 木村庄太郎15 十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助 木村寿行 木村寿行
十枚目 木村晃之助 十枚目 木村晃之助 木村寿行 木村寿行 式守錦之助 8 式守錦之助 8

木村寿行 木村寿行 式守錦之助 8 式守錦之助 8 木村元基 木村元基
式守錦之助 8 式守錦之助 8 木村元基 木村元基 木村秋治郎 木村秋治郎
木村元基 木村元基 木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2
木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村要之助 2 木村要之助 2 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎 木村隆男 木村隆男

幕下 木村勝次郎 幕下 木村勝次郎 木村隆男 木村隆男 木村誠二 木村誠二
木村隆男 木村隆男 木村誠二 木村誠二 木村行之介 木村行之介
木村誠二 木村誠二 木村行之介 木村行之介 式守玉三郎 式守玉三郎

○ 木村行之介 木村行之介 式守玉三郎 式守玉三郎 木村吉二郎 木村吉二郎
○ 式守玉三郎 式守玉三郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎
○ 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村林之助 4 木村林之助 4
○ 木村勘九郎 木村勘九郎 木村林之助 4 木村林之助 4 三段目 木村将二 三段目 木村将二

○
保之助改

木村林之助 4 木村林之助 4 三段目 木村将二 三段目 木村将二 木村純之助 木村純之助
三段目 木村将二 三段目 木村将二 木村純之助 木村純之助 木村亮輔 木村亮輔

○ 木村純之助 木村純之助 木村亮輔 木村亮輔 序二段 木村秀朗 序二段 木村秀朗
○ 木村隆義 木村隆義 退職 序二段 木村秀朗 序二段 木村秀朗 式守一輝 式守一輝
○ 木村亮輔 木村亮輔 式守一輝 式守一輝 序ノ口 式守憲吾 序ノ口 式守憲吾

序二段 ○ 木村泰賀 序二段 木村泰賀 退職 序ノ口 式守憲吾 序ノ口 式守憲吾 式守厚介 式守厚介
○ 木村秀朗 木村秀朗 式守厚介 式守厚介 木村光太郎 木村光太郎
○ 式守一輝 式守一輝 木村光太郎 木村光太郎 式守正宏 式守正宏

序ノ口 式守憲吾 序ノ口 式守憲吾 式守正宏 式守正宏 木村悟志 木村悟志
式守厚介 式守厚介 木村悟志 木村悟志 木村隆之助 木村隆之助
木村光太郎 木村光太郎 ● 木村隆之助 木村翔一郎 木村翔一郎
式守正宏 式守正宏 ● 木村翔一郎 ● 木村達之助 木村達之助
木村悟志 木村悟志
H20.1 H20.3 H20.5 H20.7 H20.9 H20.11

立 木村庄之助34 立 木村庄之助34 停年 立 ○
伊之助改

木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35

式守伊之助37 式守伊之助37 ○
勘太夫改

式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38
三役 式守勘太夫10 三役 式守勘太夫10 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16

木村玉光16 木村玉光16 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
木村庄三郎10 木村庄三郎10 幕内 木村正直 4 幕内 木村正直 4 ○ 木村正直 4 木村正直 4

幕内 木村正直 4 幕内 木村正直 4 式守錦太夫11 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11
式守錦太夫11 式守錦太夫11 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助

○ 木村晃之助 木村晃之助 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
○ 木村寿行 木村寿行 十枚目 式守錦之助 8 十枚目 式守錦之助 8 十枚目 式守錦之助 8 十枚目 式守錦之助 8

十枚目 式守錦之助 8 十枚目 式守錦之助 8 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村元基 木村元基 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4

○
勝次郎改

木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
○ 木村隆男 木村隆男 幕下 木村誠二 幕下 木村誠二 幕下 木村誠二 幕下 木村誠二

幕下 木村誠二 幕下 木村誠二 木村行之介 木村行之介 木村行之介 木村行之介
木村行之介 木村行之介 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎
式守玉三郎 式守玉三郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4
木村林之助 4 木村林之助 4 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二

○ 木村将二 木村将二 木村純之助 木村純之助 木村純之助 木村純之助
○ 木村純之助 木村純之助 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔

三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
○ 木村秀朗 木村秀朗 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
○ 式守一輝 式守一輝 序二段 式守憲吾 序二段 式守憲吾 序二段 式守憲吾 序二段 式守憲吾

序二段 ○ 式守憲吾 序二段 式守憲吾 式守厚介 退職 木村光太郎 木村光太郎 木村光太郎
○ 式守厚介 式守厚介 木村光太郎 序ノ口 式守正宏 序ノ口 式守正宏 序ノ口 式守正宏
○ 木村光太郎 木村光太郎 序ノ口 式守正宏 木村悟志 木村悟志 木村悟志

序ノ口 式守正宏 序ノ口 式守正宏 木村悟志 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助
木村悟志 木村悟志 木村隆之助 木村翔一郎 木村翔一郎 木村翔一郎 退職
木村隆之助 木村隆之助 木村翔一郎 木村達之助 木村達之助 木村達之助
木村翔一郎 木村翔一郎 木村達之助 式守友和 式守友和 式守友和
木村達之助 木村達之助 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典

● 式守友和 ● 式守輝乃典 ● 木村照一 木村照一 木村照一
● 式守志豊 式守志豊 式守志豊



H21.1 H21.3 H21.5 H21.7 H21.9 H21.11
立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35

式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38
三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16

木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4

幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行

○
錦之助改

式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12
十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基

木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男

○
誠二改

木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2

幕下 木村行之介 幕下 木村行之介 幕下 木村行之介 幕下 木村行之介 幕下
行之介改

木村行宏 幕下 木村行宏
式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村純之助 退職 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔

三段目 木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
木村秀朗 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
式守一輝 序二段 式守憲吾 序二段 式守憲吾 序二段 式守憲吾 退職 序二段 式守正宏 序二段 式守正宏

序二段 式守憲吾 式守正宏 式守正宏 式守正宏 木村悟志 木村悟志
木村光太郎 退職 木村悟志 木村悟志 木村悟志 序ノ口 木村隆之助 序ノ口 木村隆之助

○ 式守正宏 序ノ口 木村隆之助 序ノ口 木村隆之助 序ノ口 木村隆之助 木村達之助 木村達之助
○ 木村悟志 木村達之助 木村達之助 木村達之助 式守友和 式守友和

序ノ口 木村隆之助 式守友和 式守友和 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典
木村達之助 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 木村照一 木村照一
式守友和 木村照一 木村照一 木村照一 式守志豊 式守志豊
式守輝乃典 式守志豊 式守志豊 式守志豊 木村一馬 木村一馬
木村照一 ● 木村一馬 木村勝之助 木村勝之助
式守志豊 ● 木村勝之助
H22.1 H22.3 H22.5 H22.7 H22.9 H22.11

立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35
式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38

三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4

幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行 木村寿行
式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12

十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2

幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏
式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4 木村林之助 4
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二

三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔 三段目 木村亮輔
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝

序二段 式守正宏 序二段 式守正宏 序二段 式守正宏 序二段 式守正宏 序二段 式守正宏 序二段 式守正宏
木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志

○ 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助
○ 木村達之助 木村達之助 木村達之助 木村達之助 木村達之助 木村達之助

序ノ口 式守友和 序ノ口 式守友和 序ノ口 式守友和 序ノ口 式守友和 序ノ口 式守友和 序ノ口 式守友和
式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典
木村照一 木村照一 木村照一 木村照一 木村照一 木村照一
式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬
木村勝之助 木村勝之助 木村勝之助 木村勝之助 木村勝之助 木村勝之助

● 木村武之助 木村武之助 木村武之助 木村武之助 木村武之助 木村武之助
● 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦

● 式守直太郎 式守直太郎 式守直太郎
● 式守将真 退職



H23.1 H23.5 H23.7 H23.9 H23.11

立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 立 木村庄之助35 停年 立
伊之助改

木村庄之助36
式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 式守伊之助38 三役 木村玉光16

三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 木村庄三郎10
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村正直 4
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 ○ 式守錦太夫11

幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 式守錦太夫11 幕内 木村和一郎
木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村和一郎 木村玉治郎 6
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村恵之助
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村庄太郎15
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村晃之助
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村寿之介

木村寿行
寿行改

木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 式守与太夫12
式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 ○ 木村元基

十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村元基 十枚目 木村秋治郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 式守慎之助 3
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 式守鬼一郎 6
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 木村朝之助 4
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村隆男
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村光之助 2
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 ○ 木村行宏

幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 木村行宏 幕下 式守玉三郎
式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村千鷲
林之助改

木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村将二
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村亮輔

○ 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村秀朗
○ 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 三段目 式守一輝

三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 式守正宏
○ 式守正宏 式守正宏 式守正宏 式守正宏 木村悟志
○ 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 序二段 木村隆之助

序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 式守友和
木村達之助 退職 式守友和 式守友和 式守友和 式守輝乃典

○ 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 木村照一
○ 式守輝乃典 木村照一 木村照一 木村照一 式守志豊
○ 木村照一 式守志豊 式守志豊 式守志豊 ○ 木村一馬
○ 式守志豊 序ノ口 木村一馬 序ノ口 木村一馬 序ノ口 木村一馬 序ノ口 木村豊彦

序ノ口 木村一馬 木村勝之助 退職 木村豊彦 木村豊彦 式守直太郎
木村勝之助 木村豊彦 式守直太郎 式守直太郎 木村藤之輔
木村武之助 退職 式守直太郎 ● 木村藤之輔 木村藤之輔 木村昌稔
木村豊彦 ● 木村昌稔 木村昌稔
式守直太郎
H24.1 H24.3 H24.5 H24.7 H24.9 H24.11

立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 立 木村庄之助36

三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 ○
庄三郎改

式守伊之助39
木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 木村庄三郎10 三役 ↓ 木村玉光16
木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4 木村正直 4
式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守錦太夫11

幕内
和一郎改

式守勘太夫11 幕内 式守勘太夫11 幕内 式守勘太夫11 幕内 式守勘太夫11 幕内 式守勘太夫11 幕内 式守勘太夫11
木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基

十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎
式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3 式守慎之助 3
木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏

幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗

三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝
式守正宏 式守正宏 式守正宏 式守正宏 式守正宏 式守正宏
木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志

序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助 序二段 木村隆之助
式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和
式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典
木村照一 木村照一 木村照一 木村照一 木村照一 木村照一
式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬

序ノ口 木村豊彦 序ノ口 木村豊彦 序ノ口 木村豊彦 序ノ口 木村豊彦 序ノ口 木村豊彦 序ノ口 木村豊彦
式守直太郎 式守直太郎 式守直太郎 式守直太郎 式守直太郎 式守直太郎
木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔
木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔

● 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌

● 式守一 式守一
一改

式守一之助
● 式守一翔 式守一翔



H25.1 H25.3 H25.5 H25.7 H25.9 H25.11

立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 立 木村庄之助36 停年 立 式守伊之助39 立 式守伊之助39 立
伊之助改

木村庄之助37

式守伊之助39 式守伊之助39 式守伊之助39 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 ○
錦太夫改

式守伊之助40
三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 式守錦太夫11 式守錦太夫11 三役 ↓ 木村玉光16

木村正直 4 死去 式守錦太夫11 式守錦太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11
式守錦太夫11 幕内 式守勘太夫11 ○ 式守勘太夫11 幕内 木村玉治郎 6 幕内 木村玉治郎 6 幕内 木村玉治郎 6

幕内 式守勘太夫11 木村玉治郎 6 幕内 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村恵之助 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村庄太郎15 木村晃之助 木村晃之助 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
木村晃之助 木村寿之介 木村寿之介 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12
木村寿之介 式守与太夫12 式守与太夫12 木村元基 木村元基 木村元基
式守与太夫12 木村元基 木村元基 ○ 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村元基 十枚目 木村秋治郎 十枚目 木村秋治郎 十枚目 式守慎之助 3 十枚目 式守慎之助 3 十枚目 式守慎之助 3

十枚目 木村秋治郎 式守慎之助 3 式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村堅治郎
式守慎之助 3 木村堅治郎 木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村堅治郎 木村要之助 2 木村要之助 2 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村要之助 2 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村朝之助 4 木村隆男 木村隆男 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村隆男 木村光之助 2 木村光之助 2 木村行宏 木村行宏 木村行宏
木村光之助 2 木村行宏 木村行宏 ○ 式守玉三郎 式守玉三郎 式守玉三郎
木村行宏 幕下 式守玉三郎 幕下 式守玉三郎 幕下 木村吉二郎 幕下 木村吉二郎 幕下 木村吉二郎

幕下 式守玉三郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲
木村勘九郎 木村千鷲 木村千鷲 木村将二 木村将二 木村将二
木村千鷲 木村将二 木村将二 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔
木村将二 木村亮輔 木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝
木村秀朗 三段目 式守一輝 三段目 式守一輝 式守正宏 式守正宏 式守正宏

三段目 式守一輝 式守正宏 式守正宏 木村悟志 木村悟志 木村悟志
式守正宏 木村悟志 木村悟志 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助
木村悟志 木村隆之助 木村隆之助 序二段 式守友和 序二段 式守友和 序二段 式守友和

○ 木村隆之助 序二段 式守友和 序二段 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典
序二段 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典 木村照一 木村照一 木村照一

式守輝乃典 木村照一 木村照一 式守志豊 式守志豊 式守志豊
木村照一 式守志豊 式守志豊 木村一馬 木村一馬 木村一馬
式守志豊 木村一馬 木村一馬 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦
木村一馬 木村豊彦 木村豊彦 式守直太郎 退職 序ノ口 木村藤之輔 序ノ口 木村藤之輔

○ 木村豊彦 式守直太郎 式守直太郎 序ノ口 木村藤之輔 木村昌稔 木村昌稔
○ 式守直太郎 序ノ口 木村藤之輔 序ノ口 木村藤之輔 木村昌稔 木村秀昌 木村秀昌

序ノ口 木村藤之輔 木村昌稔 木村昌稔 木村秀昌 式守一之助 式守一之助
木村昌稔 木村秀昌 木村秀昌 式守一之助 式守一翔 式守一翔
木村秀昌 式守一之助 式守一之助 式守一翔 木村錦太郎 木村錦太郎
式守一之助 式守一翔 式守一翔 ● 木村錦太郎 ● 木村泰貴 木村泰貴
式守一翔 ● 木村宗一郎
H26.1 H26.3 H26.5 H26.7 H26.9 H26.11

立 木村庄之助37 立 木村庄之助37 立 木村庄之助37 立 木村庄之助37 立 木村庄之助37 立 木村庄之助37
式守伊之助40 式守伊之助40 式守伊之助40 式守伊之助40 式守伊之助40 式守伊之助40

三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16 三役 木村玉光16
式守勘太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11 式守勘太夫11

○ 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
幕内 木村恵之助 幕内 木村恵之助 幕内 木村恵之助 幕内 木村恵之助 幕内 木村恵之助 ○ 木村恵之助

木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 幕内 木村庄太郎15
木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助 木村晃之助
木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎

○
慎之助改

式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12

十枚目 木村堅治郎 十枚目 木村堅治郎 十枚目 木村堅治郎 十枚目 木村堅治郎 十枚目 木村堅治郎 ○
堅治郎改

木村銀治郎 3
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 十枚目 木村要之助 2
式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏
玉三郎改

式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4
○ 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎

幕下 木村勘九郎 幕下 木村勘九郎 幕下 木村勘九郎 幕下 木村勘九郎 幕下 木村勘九郎 ○ 木村勘九郎
木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 幕下 木村千鷲
木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二 木村将二
木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗

○ 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
三段目 式守正宏 三段目 式守正宏 三段目 式守正宏 三段目 式守正宏 三段目 式守正宏 三段目 式守正宏

木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志
木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助

○ 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和
○ 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典

序二段 木村照一 序二段 木村照一 序二段 木村照一 序二段 木村照一 序二段 木村照一 序二段 木村照一
式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬
木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦

○ 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔
○ 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔
○ 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌 木村秀昌

序ノ口 式守一之助 退職 序ノ口 式守一翔 退職 序ノ口 木村錦太郎 序ノ口 木村錦太郎 序ノ口 木村錦太郎 序ノ口 木村錦太郎
式守一翔 木村錦太郎 木村泰貴 木村泰貴 木村泰貴 木村泰貴
木村錦太郎 木村泰貴 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎
木村泰貴 木村宗一郎 ● 木村春彦 木村春彦 木村春彦
木村宗一郎 ● 木村光希 木村光希



H27.1 H27.3 H27.5 H27.7 H27.9 H27.11
立 木村庄之助37 立 木村庄之助37 停年 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40

式守伊之助40 式守伊之助40 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11
三役 木村玉光16 停年 三役 式守勘太夫11 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6

式守勘太夫11 木村玉治郎 6 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助 木村恵之助
木村玉治郎 6 木村恵之助 ○ 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村恵之助 幕内 木村庄太郎15 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助

幕内 木村庄太郎15 木村晃之助 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
木村晃之助 木村寿之介 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12 式守与太夫12
木村寿之介 式守与太夫12 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
式守与太夫12 木村元基 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村元基 木村秋治郎 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12
木村秋治郎 式守錦太夫12 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3
式守錦太夫12 木村銀治郎 3 ○ 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村銀治郎 3 十枚目 木村要之助 2 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6

十枚目 木村要之助 2 式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村朝之助 4 木村隆男 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村隆男 木村光之助 2 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏
木村光之助 2 木村行宏 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4
木村行宏 式守慎之助 4 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
式守慎之助 4 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村吉二郎 木村勘九郎 ○ 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲

木村勘九郎 幕下 木村千鷲 幕下 木村将二 幕下 木村将二 幕下 木村将二 ○
将二改

木村善之輔 5
幕下 木村千鷲 木村将二 木村亮輔 木村亮輔 木村亮輔 幕下 木村亮輔

木村将二 木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
木村亮輔 木村秀朗 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
木村秀朗 式守一輝 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志
式守一輝 式守正宏 退職 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助

○ 式守正宏 木村悟志 三段目 式守友和 三段目 式守友和 三段目 式守友和 三段目 式守友和
○ 木村悟志 木村隆之助 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典
○ 木村隆之助 三段目 式守友和 木村照一 木村照一 木村照一 木村照一

三段目 式守友和 式守輝乃典 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊
式守輝乃典 木村照一 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬

○ 木村照一 式守志豊 序二段 木村豊彦 序二段 木村豊彦 序二段 木村豊彦 序二段 木村豊彦
○ 式守志豊 木村一馬 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔 木村藤之輔
○ 木村一馬 序二段 木村豊彦 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔

序二段 木村豊彦 木村藤之輔 木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎
木村藤之輔 木村昌稔 木村泰貴 木村泰貴 木村泰貴 木村泰貴
木村昌稔 木村秀昌 退職 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎
木村秀昌 木村錦太郎 序ノ口 木村春彦 序ノ口 木村春彦 退職 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎

○ 木村錦太郎 木村泰貴 木村光希 木村光希 退職 木村桜乃助 木村桜乃助
○ 木村泰貴 木村宗一郎 ● 式守正一郎 ● 木村拓哉 木村拓哉
○ 木村宗一郎 序ノ口 木村春彦 ● 木村桜乃助 ● 式守誠輔 式守誠輔

序ノ口 木村春彦 木村光希
木村光希
H28.1 H28.3 H28.5 H28.7 H28.9 H28.11

立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40
三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11

木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6

木村恵之助 木村恵之助
恵之助改

木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15

幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助
木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
与太夫改

式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12
木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏
式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲
木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5

幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志
木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助

○ 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和
○ 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典

三段目 木村照一 三段目 木村照一 三段目 木村照一 三段目 木村照一 三段目 木村照一 退職 三段目 式守志豊
式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 式守志豊 木村一馬
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村豊彦

○ 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 序二段 木村昌稔
序二段 木村藤之輔 序二段 木村藤之輔 序二段 木村藤之輔 退職 序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔 木村錦太郎

木村昌稔 木村昌稔 木村昌稔 木村錦太郎 木村錦太郎 木村宗一郎
木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎 木村宗一郎 木村宗一郎 序ノ口 式守正一郎
木村泰貴 退職 木村宗一郎 木村宗一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 木村桜乃助
木村宗一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 木村桜乃助 木村桜乃助 式守誠輔

序ノ口 式守正一郎 木村桜乃助 木村桜乃助 木村拓哉 木村拓哉 退職 式守辰之助
木村桜乃助 木村拓哉 木村拓哉 式守誠輔 式守誠輔 式守海之助
木村拓哉 式守誠輔 式守誠輔 ● 式守辰之助 式守辰之助
式守誠輔 ● 式守海之助 式守海之助



H29.1 H29.3 H29.5 H29.7 H29.9 H29.11
立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40
三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11

木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6
木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15

幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助
木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10
木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基 木村元基
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12
木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2

十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏 木村行宏
式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲
木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5

幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝 式守一輝
木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村悟志
木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助
式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和 式守友和
式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典

三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村一馬
木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦 木村豊彦

序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔 序二段 木村昌稔
木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎 木村錦太郎
木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎 木村宗一郎

序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎 序ノ口 式守正一郎
木村桜乃助 木村桜乃助 木村桜乃助 木村桜乃助 木村桜乃助 木村桜乃助
式守誠輔 式守誠輔 式守誠輔 式守誠輔 式守誠輔 式守誠輔
式守辰之助 式守辰之助 式守辰之助 式守辰之助 式守辰之助 式守辰之助
式守海之助 式守海之助 式守海之助 式守海之助 式守海之助 式守海之助

● 木村成将 木村成将 木村成将
● 式守友太郎 式守友太郎 式守友太郎

● 木村啓太郎 木村啓太郎
H30.1 H30.3 H30.5 H30.7 H30.9 H30.11

立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 立 式守伊之助40 退職 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11
三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 三役 式守勘太夫11 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6

木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村玉治郎 6 木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3
木村容堂 3 木村容堂 3 木村容堂 3 木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15
木村庄太郎15 木村庄太郎15 木村庄太郎15 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助

幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 幕内 木村晃之助 木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介
木村寿之介 木村寿之介 木村寿之介 式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10
式守与之吉10 式守与之吉10 式守与之吉10 木村元基 木村元基 木村元基
木村元基 木村元基 木村元基 木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎
木村秋治郎 木村秋治郎 木村秋治郎 式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12
式守錦太夫12 式守錦太夫12 式守錦太夫12 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3
木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村銀治郎 3 木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2
木村要之助 2 木村要之助 2 木村要之助 2 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6

十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 十枚目 式守鬼一郎 6 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4
木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村朝之助 4 木村隆男 木村隆男 木村隆男
木村隆男 木村隆男 木村隆男 木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2
木村光之助 2 木村光之助 2 木村光之助 2 木村行宏 木村行宏 木村行宏
木村行宏 木村行宏 木村行宏 式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4
式守慎之助 4 式守慎之助 4 式守慎之助 4 木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎
木村吉二郎 木村吉二郎 木村吉二郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎
木村勘九郎 木村勘九郎 木村勘九郎 木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲
木村千鷲 木村千鷲 木村千鷲 木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5
木村善之輔 5 木村善之輔 5 木村善之輔 5 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔

幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 幕下 木村亮輔 木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗
木村秀朗 木村秀朗 木村秀朗 式守一輝 式守一輝 式守一輝
式守一輝 式守一輝 式守一輝 木村悟志 木村悟志 木村悟志
木村悟志 木村悟志 木村悟志 木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助
木村隆之助 木村隆之助 木村隆之助 式守友和 式守友和 式守友和
式守友和 式守友和 式守友和 式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典
式守輝乃典 式守輝乃典 式守輝乃典 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊

三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 三段目 式守志豊 木村一馬 木村一馬 木村一馬
木村一馬 木村一馬 木村一馬 木村昌稔 退職 序二段 木村錦太郎 序二段 木村錦太郎
木村豊彦 退職 木村昌稔 木村昌稔 序二段 木村錦太郎 式守正一郎 式守正一郎

○ 木村昌稔 序二段 木村錦太郎 序二段 木村錦太郎 式守正一郎 木村桜乃助 木村桜乃助
序二段 木村錦太郎 木村宗一郎 木村宗一郎 退職 木村桜乃助 序ノ口 式守誠輔 序ノ口 式守誠輔

木村宗一郎 式守正一郎 式守正一郎 序ノ口 式守誠輔 式守辰之助 式守辰之助
○ 式守正一郎 木村桜乃助 木村桜乃助 式守辰之助 式守海之助 式守海之助
○ 木村桜乃助 序ノ口 式守誠輔 序ノ口 式守誠輔 式守海之助 木村成将 木村成将

序ノ口 式守誠輔 式守辰之助 式守辰之助 木村成将 式守友太郎 式守友太郎
式守辰之助 式守海之助 式守海之助 式守友太郎 木村啓太郎 木村啓太郎
式守海之助 木村成将 木村成将 木村啓太郎 木村龍之助 木村龍之助
木村成将 式守友太郎 式守友太郎 ● 木村龍之助 木村俊太 木村俊太
式守友太郎 木村啓太郎 木村啓太郎 ● 木村俊太
木村啓太郎


