
「呼出し」 　東方末尾に16名（のち15名）で記載開始。 昭和24.5 西末 昭和24.10
　記載呼出しの等級は分からないが、順席上位者と思われる。 太郎 太郎
　当初は全員同じ大きさで書かれたが、卯之助が病気休場後は太郎と卯之助が 夘之助 夘之助
大きく書かれ、卯之助は別格扱いで末尾に記載された。 栄次郎 栄次郎

源司 源司
　昭和35年～平成6年5月までは順席の上位15名を記載。 安次郎 安次郎

栄吉 栄吉
福一郎 福一郎
小鉄 小鉄
德太郎 德太郎
茂太郎 茂太郎
粂吉 粂吉
松之助 松之助
寅五郎 寅五郎
雄次 雄司
多賀之丞 多賀之丞
嶋吉 嶋吉

昭和25.1 昭和25.5 昭和25.9 昭和26.1 昭和26.5 昭和26.9
太郎 太郎 太郎 太郎 太字 太郎 太字 太郎
夘之助 夘之助 夘之助 宇之助 ↑ 栄次郎 栄次郎
栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 ↑ 源司 源司
源司 源司 源司 源司 ↑ 安次郎 安次郎
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 ↑ 栄吉 栄吉
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 ↑ 福一郎 福一郎
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 ↑ 小てつ 小てつ
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 ↑ 德太郎 德太郎
德太郎 德太郎 德太郎 德太郎 ↑ 茂太郎 茂太郎
茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎 ↑ 粂吉 粂吉
粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 ↑ 松之助 松之助
松之助 松之助 松之助 松之助 ↑ 虎五郎 虎五郎
寅五郎 寅五郎 虎五郎 虎五郎 ↑ 雄司 廃業 多賀之丞

雄司 雄司 雄司 雄司 ↑ 多賀之丞
嶋吉改

伊勢徳
多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞 ↑ 嶋吉 太字 卯之助
嶋吉 嶋吉 嶋吉 嶋吉 太字 ↓ 宇之助

昭和27.1 昭和27.5 昭和27.9 昭和28.1 昭和28.3 昭和28.5
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎
源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
德太郎 德太郎 廃業 茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎
茂太郎 茂太郎 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉
粂吉 粂吉 松之助 松之助 松之助 松之助
松之助 松之助 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寅五郎 寅五郎 多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞
多賀之丞 多賀之丞 伊勢徳 伊勢徳 伊勢徳 伊勢徳
伊勢徳 伊勢徳 ○ 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉

太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助

昭和28.9 昭和29.1 昭和29.3 昭和29.5 昭和29.9 昭和30.1
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎
源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎
粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞 多賀之丞 廃業 伊勢徳 伊勢德
伊勢徳 伊勢徳 伊勢徳 伊勢徳 寛吉 寛吉
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 ○ 賢市 賢市

太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助

昭和30.3 昭和30.5 昭和30.9 昭和31.1 昭和31.3 昭和31.5
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 栄次郎 廃業
源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎 茂太郎
粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市

太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助

昭和31.9 昭和32.1 昭和32.3 昭和32.5 昭和32.9 昭和32.11
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
茂太郎 茂太郎 茂太郎 廃業 粂吉 粂吉 粂吉
粂吉 粂吉 粂吉 松之助 松之助 松之助
松之助 松之助 松之助 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寅五郎 寅五郎 寅五郎 伊勢德 伊勢德 伊勢德
伊勢德 伊勢德 伊勢德 寛吉 寛吉 寛吉
寛吉 寛吉 寛吉 賢市 賢市 賢市
賢市 賢市 賢市 善助 善助 善助

○ 善助 善助 善助 ○ 峰三 峰三 峰三
太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助



昭和33.1 昭和33.3 昭和33.5 昭和33.7 昭和33.9 昭和33.11
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德 伊勢德
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三

太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助

昭和34.1 昭和34.3 昭和34.5 昭和34.7 昭和34.9 昭和34.11
太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎 太字 太郎

源司 源司 源司 源司 源司 源司
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎 福一郎
小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄 小鉄
粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉 粂吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎

伊勢德
伊勢德改

島吉 廃業 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
寛吉 寛吉 賢市 賢市 賢市 賢市
賢市 賢市 善助 善助 善助 善助
善助 善助 峰三 峰三 峰三 峰三
峰三 峰三 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎

太字 卯之助 ○ 善三郎 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助 太字 卯之助
太字 卯之助

番附から削除される。以降の記載内容は引退・廃業の一覧や名鑑等を参照した。

昭和35.1 昭和35.3 昭和35.5 昭和35.7 昭和35.9 昭和35.11
太郎 太郎 太郎 太郎 太郎 太郎 停年
卯之助 卯之助 卯之助 死去 源司 源司 源司 死去
源司 源司 源司 安次郎 安次郎 安次郎
安次郎 安次郎 安次郎 栄吉 栄吉 栄吉
栄吉 栄吉 栄吉 福一郎 福一郎 福一郎 停年
福一郎 福一郎 福一郎 小鉄 小鉄 小鉄 停年
小鉄 小鉄 小鉄 粂吉 粂吉 粂吉 停年
粂吉 粂吉 粂吉 松之助 松之助 松之助
松之助 松之助 松之助 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寛吉 寛吉 寛吉
寛吉 寛吉 寛吉 賢市 賢市 賢市
賢市 賢市 賢市 善助 善助 善助
善助 善助 善助 峰三 峰三 峰三
峰三 峰三 峰三 善三郎 善三郎 善三郎
善三郎 善三郎 善三郎 ○ 永男 永男 永男
昭和36.1 昭和36.3 昭和36.5 昭和36.7 昭和36.9 昭和36.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男

○ 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
○ 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
○ 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
○ 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
○ 忠 忠 忠 忠 忠 忠

昭和37.1 昭和37.3 昭和37.5 昭和37.7 昭和37.9 昭和37.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
松之助 松之助 松之助 松之助 松之助 松之助
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
忠 忠 忠 忠 忠 忠
昭和38.1 昭和38.3 昭和38.5 昭和38.7 昭和38.9 昭和38.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
松之助 松之助 松之助 松之助 停年 寅五郎 寅五郎
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寛吉 寛吉
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 賢市 賢市
賢市 賢市 賢市 賢市 善助 善助
善助 善助 善助 善助 峰三 峰三
峰三 峰三 峰三 峰三 善三郎 善三郎
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 永男 永男
永男 永男 永男 永男 謙三 謙三
謙三 謙三 謙三 謙三 米吉 米吉
米吉 米吉 米吉 米吉 初太郎 初太郎
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 蝶太郎 蝶太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 忠 忠
忠 忠 忠 忠 ○ 照夫 照夫



昭和39.1 昭和39.3 昭和39.5 昭和39.7 昭和39.9 昭和39.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
昭和40.1 昭和40.3 昭和40.5 昭和40.7 昭和40.9 昭和40.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉 栄吉
寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 寅五郎 停年
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
昭和41.1 昭和41.3 昭和41.5 昭和41.7 昭和41.9 昭和41.11
安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎 安次郎
栄吉 死去 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
寛吉 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
賢市 善助 善助 善助 善助 善助
善助 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
峰三 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
善三郎 永男 永男 永男 永男 永男
永男 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
謙三 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
米吉 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
初太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
蝶太郎 忠 忠 忠 忠 忠
忠 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
照夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫

○ 一夫 ○ 新一 新一 新一 新一 新一
昭和42.1 昭和42.3 昭和42.5 昭和42.7 昭和42.9 昭和42.11
安次郎 停年 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
寛吉 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
賢市 善助 善助 善助 善助 善助
善助 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
峰三 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
善三郎 永男 永男 永男 永男 永男
永男 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
謙三 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
米吉 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
初太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
蝶太郎 忠 忠 忠 忠 忠
忠 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
照夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
一夫 新一 新一 新一 新一 新一
新一 ○ 政博 政博 政博 政博 政博
昭和43.1 昭和43.3 昭和43.5 昭和43.7 昭和43.9 昭和43.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 善助 善助 善助 善助 善助
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
新一 新一 新一 新一 新一 新一
政博 政博 政博 政博 政博 政博
昭和44.1 昭和44.3 昭和44.5 昭和44.7 昭和44.9 昭和44.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善助 廃業 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
峰三 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
善三郎 永男 永男 永男 永男 永男
永男 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
謙三 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
米吉 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
初太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
蝶太郎 忠 忠 忠 忠 忠
忠 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
照夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
一夫 新一 新一 新一 新一 新一
新一 政博 政博 政博 政博 政博
政博 ○ 長八 長八 長八 長八 長八



昭和45.1 昭和45.3 昭和45.5 昭和45.7 昭和45.9 昭和45.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
謙三 謙三 謙三 謙三 謙三 謙三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
新一 新一 新一 新一 新一 新一
政博 政博 政博 政博 政博 政博
長八 長八 長八 長八 長八 長八
昭和46.1 昭和46.3 昭和46.5 昭和46.7 昭和46.9 昭和46.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎
蝶太郎 蝶太郎 蝶太郎 停年 忠 忠 忠
忠 忠 忠 照夫 照夫 照夫
照夫 照夫 照夫 一夫 一夫 一夫
一夫 一夫 一夫 新一 新一 新一
新一 新一 新一 政博 政博 政博
政博 政博 政博 長八 長八 長八
長八 長八 長八 ○ 三平 三平 三平
昭和47.1 昭和47.3 昭和47.5 昭和47.7 昭和47.9 昭和47.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 初太郎 廃業 忠
忠 忠 忠 忠 忠 照夫
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 一夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 新一
新一 新一 新一 新一 新一 政博
政博 政博 政博 政博 政博 長八
長八 長八 長八 長八 長八 三平
三平 三平 三平 三平 三平 ○ 幸太郎
昭和48.1 昭和48.3 昭和48.5 昭和48.7 昭和48.9 昭和48.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
新一 新一 新一 新一 廃業 政弘 政弘
政博 政博 政博 政博 長八 長八
長八 長八 長八 長八 三平 三平
三平 三平 三平 三平 幸太郎 幸太郎
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 ○ 康夫 康夫
昭和49.1 昭和49.3 昭和49.5 昭和49.7 昭和49.9 昭和49.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和50.1 昭和50.3 昭和50.5 昭和50.7 昭和50.9 昭和50.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫



昭和51.1 昭和51.3 昭和51.5 昭和51.7 昭和51.9 昭和51.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和52.1 昭和52.3 昭和52.5 昭和52.7 昭和52.9 昭和52.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和53.1 昭和53.3 昭和53.5 昭和53.7 昭和53.9 昭和53.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和54.1 昭和54.3 昭和54.5 昭和54.7 昭和54.9 昭和54.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和55.1 昭和55.3 昭和55.5 昭和55.7 昭和55.9 昭和55.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 峰三
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
昭和56.1 昭和56.3 昭和56.5 昭和56.7 昭和56.9 昭和56.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
峰三 峰三 峰三 峰三 峰三 停年 善三郎
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 永男
永男 永男 永男 永男 永男 兼三
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 米吉
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 忠
忠 忠 忠 忠 忠 照夫
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 一夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 政弘
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 長八
長八 長八 長八 長八 長八 三平
三平 三平 三平 三平 三平 幸太郎
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 康夫
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 ○ 勝己



昭和57.1 昭和57.3 昭和57.5 昭和57.7 昭和57.9 昭和57.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
昭和58.1 昭和58.3 昭和58.5 昭和58.7 昭和58.9 昭和58.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
昭和59.1 昭和59.3 昭和59.5 昭和59.7 昭和59.9 昭和59.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
昭和60.1 昭和60.3 昭和60.5 昭和60.7 昭和60.9 昭和60.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠 忠 忠 忠 忠 忠
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
昭和61.1 昭和61.3 昭和61.5 昭和61.7 昭和61.9 昭和61.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
忠改

栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
昭和62.1 昭和62.3 昭和62.5 昭和62.7 昭和62.9 昭和62.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己



昭和63.1 昭和63.3 昭和63.5 昭和63.7 昭和63.9 昭和63.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
平成1.1 平成1.3 平成1.5 平成1.7 平成1.9 平成1.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
平成2.1 平成2.3 平成2.5 平成2.7 平成2.9 平成2.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
平成3.1 平成3.3 平成3.5 平成3.7 平成3.9 平成3.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 照夫 照夫 照夫 照夫 照夫
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
平成4.1 平成4.3 平成4.5 平成4.7 平成4.9 平成4.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
照夫 停年 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
一夫 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
政弘 長八 長八 長八 長八 長八
長八 三平 三平 三平 三平 三平
三平 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
幸太郎 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
康夫 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
勝己 ○ 三郎 三郎 三郎 三郎 停年 ○ 勲
平成5.1 平成5.3 平成5.5 平成5.7 平成5.9 平成5.11
寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉 寛吉
賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 賢市 停年
善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎 善三郎
永男 永男 永男 永男 永男 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂
一夫 一夫 一夫 一夫 一夫 一夫
政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八
三平 三平 三平 三平 三平 三平
幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
勲 勲 勲 勲 勲 勲



「呼出」 行司下に記載復活。立～序ノ口呼出しの格付け開始。

平成6.1 平成6.3 平成6.5 平成6.7 中4 平成6.9 平成6.11
寛吉 寛吉 寛吉 立 寛吉 立 寛吉 立 寛吉
善三郎 善三郎 善三郎 副立 善三郎 副立 善三郎 副立 善三郎
永男 永男 永男 三役 永男 三役 永男 三役 永男
兼三 兼三 兼三 兼三 兼三 兼三
米吉 米吉 米吉 米吉 米吉 米吉
栄太呂 栄太呂 栄太呂 幕内 栄太呂 幕内 栄太呂 幕内 栄太呂
一夫 停年 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
政弘 長八 長八 長八 長八 長八
長八 三平 三平 三平 三平 三平
三平 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎
幸太郎 康夫 康夫 十枚目 康夫 十枚目 康夫 十枚目 康夫
康夫 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
勝己 勲 勲 勲 勲 勲

勲 安雄 安雄 安雄
安雄改

安伍朗 安伍朗
○ 安雄 ○ 秀夫 秀夫 秀男 秀男 秀男

平成7.1 平成7.3 平成7.5 平成7.7 平成7.9 平成7.11
立 寛吉 立 寛吉 立 寛吉 立 寛吉 立 寛吉 立 寛吉 停年
副立 善三郎 副立 善三郎 副立 善三郎 副立 善三郎 停年
三役 永男 三役 永男 停年 三役 兼三 三役 兼三 三役 兼三 三役 兼三

兼三 兼三 米吉 米吉 米吉 米吉
米吉 米吉 幕内 栄太呂 幕内 栄太呂 幕内 栄太呂 幕内 栄太呂

幕内 栄太呂 幕内 栄太呂 政弘 政弘 政弘 政弘
↑ 三平 ↑ 政弘 長八 長八 長八 長八
↓ 政弘 ↑ 長八 三平 三平 三平 三平
↓ 長八 ↓ 三平 幸太郎 幸太郎 幸太郎 幸太郎

幸太郎 幸太郎 康夫 康夫 康夫 康夫
○ 康夫 康夫 勝巳 勝巳 勝巳 勝巳
○ 勝巳 勝巳 十枚目 秀男 十枚目 秀男 十枚目 秀男 十枚目 秀男

十枚目 ↑ 秀男 十枚目 秀男 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗
↓ 安伍朗 安伍朗 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎
○ 拓郎 拓郎 琴二 琴二 琴二 琴二
○ 琴二 琴二 次郎 次郎 次郎 次郎
○ 次郎 次郎 克之 克之 克之 克之
○ 克之 克之 志朗 志朗 志朗 志朗
○ 志朗 志朗 勲 死去
↓ 勲 勲

平成8.1 平成8.3 平成8.5 平成8.7 平成8.9 平成8.11
立 ○ 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三
副立 ○ 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉
三役 ○ 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂

○ 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
○ 長八 長八 長八 長八 長八 長八

幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平
幸太郎 死去 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
康夫 勝巳 勝巳 勝己 勝己 勝己
勝巳 秀男 秀男 秀男 秀男 秀男

○ 秀男 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗
○ 安伍朗 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎
○ 拓郎 十枚目 琴二 十枚目 琴二 十枚目 琴二 十枚目 琴二 十枚目 琴二

十枚目 琴二 次郎 次郎 次郎 次郎 次郎
次郎 克之 克之 克之 克之 克之
克之 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
志朗 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

○ 重夫 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
○ 吾郎 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
○ 幸吉 旭 旭 旭 旭 旭
○ 旭

平成9.1 平成9.3 平成9.5 平成9.7 平成9.9 平成9.11
立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三
副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉
三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂

政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八

幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
秀男 秀男 秀男 秀男 秀男 秀男
安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗
拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎

○ 琴二 琴二 琴二 琴二 琴二 琴二
十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭

○ 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二



平成10.1 平成10.3 平成10.5 平成10.7 平成10.9 平成10.11
立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三
副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉
三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂 三役 栄太呂

政弘 政弘 政弘 政弘 政弘 政弘
長八 長八 長八 長八 長八 長八

幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平
康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
秀男 秀男 秀男 秀男 秀男 秀男
安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗
拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎
琴二 琴二 琴二 琴二 琴二 琴二

十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎
克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二

平成11.1 平成11.3 平成11.5 平成11.7 平成11.9 平成11.11
立 兼三 立 兼三 立 兼三 立 兼三 停年 立 ○ 米吉 立 米吉
副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 米吉 副立 栄太呂 副立 栄太呂

○ 栄太呂 栄太呂 栄太呂 栄太呂 三役 政弘 三役 政弘
三役 政弘 三役 政弘 三役 政弘 三役 政弘 長八 長八

長八 長八 長八 長八 幕内 三平 幕内 三平
幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 幕内 三平 康夫 康夫

康夫 康夫 康夫 康夫 勝己 勝己
勝己 勝己 勝己 勝己 秀男 秀男
秀男 秀男 秀男 秀男 安伍朗 安伍朗
安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 拓郎 拓郎
拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 琴二 琴二
琴二 琴二 琴二 琴二 十枚目 次郎 ○ 克之

十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 克之 十枚目 ↓ 次郎
克之 克之 克之 克之 志朗 志朗
志朗 志朗 志朗 志朗 重夫 重夫
重夫 重夫 重夫 重夫 吾郎 吾郎
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 幸吉 幸吉
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 旭 旭
旭 旭 旭 旭 隆二 隆二
隆二 隆二 隆二 隆二 ○ 琴三

平成12.1 平成12.3 平成12.5 平成12.7 平成12.9 平成12.11
立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉
副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂
三役 政弘 死去 三役 長八 三役 長八 三役 長八 三役 長八 三役 長八 停年

長八 三平 三平 三平 三平 三平
○ 三平 幕内 康夫 幕内 康夫 幕内 康夫 幕内 康夫 幕内 康夫

幕内 康夫 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己
勝己 秀男 秀男 秀男 秀男 秀男
秀男 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗 安伍朗
安伍朗 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎
拓郎 琴二 琴二 琴二 琴二 琴二
琴二 克之 克之 克之 克之 克之
克之 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎 十枚目 次郎

十枚目 次郎 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
志朗 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫
重夫 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
吾郎 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
幸吉 旭 旭 旭 旭 旭
旭 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
隆二 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴三 琴 琴 琴 琴 琴

○ 琴

平成13.1 平成13.3 平成13.5 平成13.7 平成13.9 平成13.11
立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉
副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂 副立 栄太呂
三役 三平 三役 三平 三役 三平 三役 三平 三役 三平 三役 三平

○ 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫 康夫
○ 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己 勝己

幕内 秀男 幕内 秀男 幕内 秀男 幕内 秀男 幕内 秀男 幕内 秀男
安伍朗 安伍朗 停年 拓郎 拓郎 拓郎 拓郎
拓郎 拓郎 琴二 琴二 琴二 琴二
琴二 琴二 次郎 次郎 次郎 次郎

○ 次郎 次郎 克之 克之 克之 克之
↓ 克之 克之 志朗 志朗 志朗 志朗
○ 志朗 志朗 十枚目 重夫 十枚目 重夫 十枚目 重夫 十枚目 重夫

十枚目 重夫 十枚目 重夫 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
吾郎 吾郎 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
幸吉 幸吉 旭 旭 旭 旭
旭 旭 隆二 隆二 隆二 隆二
隆二 隆二 琴三 琴三 琴三 琴三
琴三 琴三 琴 琴 琴 琴
琴 琴 大吉 大吉 大吉 大吉

○ 大吉 大吉



平成14.1 平成14.3 平成14.5 平成14.7 平成14.9 平成14.11
立 米吉 立 米吉 立 米吉 立 米吉 停年 立 康夫 立 康夫
副立 栄太呂 停年 副立 ○ 三平 停年 副立 ○ 康夫 副立 康夫 三役 秀男 三役 秀男
三役 三平 三役 康夫 三役 勝己 三役 勝己 停年 拓郎 拓郎

康夫 勝己 ○ 秀男 秀男 ○ 琴二 琴二
勝己 幕内 秀男 ○ 拓郎 拓郎 ○ 次郎 次郎

幕内 秀男 拓郎 幕内 琴二 幕内 琴二 幕内 克之 幕内 克之
拓郎 琴二 次郎 次郎 志朗 志朗
琴二 次郎 克之 克之 重夫 重夫
次郎 克之 志朗 志朗 吾郎 吾郎
克之 志朗 重夫 重夫 幸吉 幸吉
志朗 ○ 重夫 ○ 吾郎 吾郎 旭 旭

○ 重夫 十枚目 吾郎 ○ 幸吉 幸吉 ○ 隆二 隆二
十枚目 吾郎 幸吉 十枚目 旭 十枚目 旭 十枚目 琴三 十枚目 琴三

幸吉 旭 隆二 隆二 琴 琴
旭 隆二 琴三 琴三 大吉 大吉
隆二 琴三 琴 琴 安喜夫 安喜夫
琴三 琴 大吉 大吉 幸司 幸司
琴 大吉 安喜夫 安喜夫 利樹 利樹
大吉 安喜夫 ○ 幸司 幸司 ○ 光昭 光昭

○ 安喜夫 ○ 利樹 利樹 ○ 邦夫 邦夫

平成15.1 平成15.3 平成15.5 平成15.7 平成15.9 平成15.11
立 康夫 立 康夫 立 康夫 立 康夫 停年
三役 秀男 三役 秀男 副立 ○ 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男

拓郎 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎
琴二 琴二 琴二 退職 次郎 次郎 次郎
次郎 次郎 次郎 幕内 克之 幕内 克之 幕内 克之

幕内 克之 幕内 克之 幕内 克之 志朗 志朗 志朗
志朗 志朗 志朗 重夫 重夫 重夫
重夫 重夫 重夫 吾郎 吾郎 吾郎
吾郎 吾郎 吾郎 幸吉 幸吉 幸吉
幸吉 幸吉 幸吉 旭 旭 旭
旭 旭 旭 隆二 隆二 隆二
隆二 隆二 隆二 十枚目 琴三 十枚目 琴三 十枚目 琴三

十枚目 琴三 十枚目 琴三 十枚目 琴三 琴 琴 琴
琴 琴 琴 大吉 大吉 大吉
大吉 大吉 大吉 安喜夫 安喜夫 安喜夫
安喜夫 安喜夫 安喜夫 幸司 幸司 幸司
幸司 幸司 幸司 利樹 利樹 利樹
利樹 利樹 利樹 光昭 光昭 光昭
光昭 光昭 光昭 邦夫 邦夫 邦夫
邦夫 邦夫 邦夫

「呼出」 西方末尾に移動。昭和34年以前と異なり、三役以上と二段に分かれて記載（平成6年以降を踏襲）。

平成16.1 平成16.3 西3 平成16.5 平成16.7 平成16.9 平成16.11

副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男
三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎

次郎 次郎 次郎 次郎 次郎 次郎
○ 克之 克之 克之 克之 克之 克之
○ 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二

○ 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
○ 琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹 利樹 利樹 利樹 利樹 利樹
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫

○ 松男 松男 松男 松男 松男 松男
○ 秀行 退職

平成17.1 平成17.3 平成17.5 平成17.7 平成17.9 平成17.11

副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男
三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎

次郎 次郎 次郎 次郎 次郎 次郎
克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹改

利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男



平成18.1 平成18.3 平成18.5 平成18.7 平成18.9 平成18.11

副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男
三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎

次郎 次郎 次郎 次郎 次郎 次郎
克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男

○ 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行

平成19.1 平成19.3 平成19.5 平成19.7 平成19.9 平成19.11

副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男 副立 秀男
三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎 三役 拓郎

次郎 次郎 次郎 次郎 次郎 次郎
克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫 安喜夫
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行

「呼出し」 末尾の「し」も復活。

平成20.1 平成20.3 平成20.5 平成20.7 平成20.9 平成20.11
立 ○ 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 ○ 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉

安喜夫
安喜夫改

照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行

平成21.1 平成21.3 平成21.5 平成21.7 平成21.9 平成21.11
立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行

○ 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
○ 正男 正男 正男 正男 正男 正男



平成22.1 平成22.3 平成22.5 平成22.7 平成22.9 平成22.11
立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男

平成23.1 平成23.5 平成23.7 平成23.9 平成23.11
立 秀男 ※番附不発行 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男
「呼出し」 「若者頭」「世話人」が東方末尾に移動し、二段組から一段に変更。立・副立、三役、幕内、十枚目と文字間によって区別

平成24.1 西1 平成24.3 平成24.5 平成24.7 平成24.9 平成24.11
立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男

平成25.1 平成25.3 平成25.5 平成25.7 平成25.9 平成25.11
立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男



平成26.1 平成26.3 平成26.5 平成26.7 平成26.9 平成26.11
立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 立 秀男 停年
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗

幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 幕内 重夫 ○ 重夫
吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴

十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 十枚目 大吉 ○ 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 十枚目 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男

○ 悟

平成27.1 平成27.3 平成27.5 平成27.7 平成27.9 平成27.11
副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 副立 拓郎 立 ○ 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉

十枚目 照喜 十枚目 照喜 十枚目 照喜 十枚目 照喜 十枚目 照喜 ○ 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 十枚目 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟

○ 太助
○ 重太郎

平成28.1 平成28.3 平成28.5 平成28.7 平成28.9 平成28.11
立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜

十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎

平成29.1 平成29.3 平成29.5 平成29.7 平成29.9 平成29.11
立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜

十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎



平成30.1 平成30.3 平成30.5 平成30.7 平成30.9 平成30.11
立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜

十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎

○ 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫

平成31.1 平成31.3 令和1.5 令和1.7 令和1.9 令和1.11
立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 立 拓郎 退職
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜

十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司 十枚目 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞
光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎
富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫

令和2.1 令和2.3 令和2.7 令和2.9 令和2.11
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜

○ 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
○ 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞

十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎
富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫

○ 啓補 啓補 啓補 啓補 啓補
○ 陽平 陽平 陽平 陽平 陽平



令和3.1 令和3.3 令和3.5 令和3.7 令和3.9 令和3.11
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎 幕内 吾郎
幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉 幸吉
旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞

十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭 十枚目 光昭
邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫 邦夫
松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎
富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫
啓補 啓補 啓補 啓補 啓補 啓補
陽平 陽平 陽平 陽平 陽平 陽平

令和4.1 令和4.3 令和4.5 令和4.7 令和4.9 令和4.11
三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎 三役 次郎

克之 克之 克之 克之 克之 克之
志朗 志朗 志朗 志朗 志朗 志朗
重夫 重夫 重夫 重夫 重夫 重夫

○ 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎 吾郎
幕内 幸吉 幕内 幸吉 幕内 幸吉 幕内 幸吉 幕内 幸吉 幕内 幸吉

旭 旭 旭 旭 旭 旭
隆二 隆二 隆二 隆二 隆二 隆二
琴三 琴三 琴三 琴三 琴三 琴三
琴 琴 琴 琴 琴 琴
大吉 大吉 大吉 大吉 大吉 大吉
照喜 照喜 照喜 照喜 照喜 照喜
幸司 幸司 幸司 幸司 幸司 幸司
利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞 利樹之丞

○ 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭 光昭
十枚目 邦夫 十枚目 邦夫 十枚目 邦夫 十枚目 邦夫 十枚目 邦夫 十枚目 邦夫

松男 松男 松男 松男 松男 松男
弘行 弘行 弘行 弘行 弘行 弘行
禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎 禄郎
正男 正男 正男 正男 正男 正男
悟 悟 悟 悟 悟 悟
太助 太助 太助 太助 太助 太助
重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎 重太郎
富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫 富士夫
啓補 啓補 啓補 啓補 啓補 啓補
陽平 陽平 陽平 陽平 陽平 陽平

○ 総一 総一 総一 総一 総一 総一

令和5.1 令和5.3 令和5.5 令和5.7 令和5.9 令和5.11
三役 次郎

克之
志朗
重夫
吾郎

幕内 幸吉
旭
隆二
琴三
琴
大吉
照喜
幸司
利樹之丞
光昭

十枚目 邦夫
松男
弘行
禄郎
正男
悟
太助
重太郎
富士夫
啓補
陽平
総一


