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№ 力士名 出身地 入幕年 最高位

1 浜風今右衛門 （上総国） 宝暦10年
（1760） 前頭7枚目

2 大童子峰右衛門 芝山町小原子 宝暦11年
（1761） 大関

3 戸田川鷲之助 鋸南町保田 明和7年
（1770） 前頭2枚目

4 鬼面山与一右衛門 富里市中沢 寛政7年
（1795） 大関

5 江戸ケ崎馬五郎 （上総国周准郡） 寛政9年
（1797） 前頭6枚目

6 荒飛甚太夫 市川市湊 寛政10年
（1798） 前頭4枚目

7 戸田川鷲之助 茂原市綱島 文化5年
（1808） 小結

8 荒馬大五郎 千葉市花見川区
幕張

文化11年
（1814） 関脇

9 大浜岩五郎 （銚子市か香取市） 天保4年
（1833） 前頭7枚目

10 小松山富吉 佐倉市鏑木町 天保6年
（1835） 前頭5枚目

11 稲川政之助 佐倉市臼井 天保7年
（1836） 関脇

12 小柳常吉 市原市上高根 天保11年
（1840） 大関

13 房の海喜太郎 （安房国） 天保12年
（1841） 前頭6枚目

14 荒馬吉五郎 船橋市本町 天保12年
（1841） 関脇

15 桂野勇吉 栄町安食 弘化元年
（1844） 前頭4枚目

16 姉川浪右衛門 市原市姉崎 安政元年
（1854） 前頭8枚目

17 千田川吉蔵 銚子市 安政4年
（1857） 前頭7枚目

18 待乳山楯之丞 旭市萬歳 文久元年
（1861） 前頭8枚目

19 照ケ嶽光右衛門 船橋市海神 文久2年
（1862） 前頭2枚目

20 境川浪右衛門 市川市高谷 慶応3年
（1867） 横綱

21 小柳常吉 市原市岩崎 明治元年
（1868） 関脇

22 象ケ鼻平助 館山市北条 明治元年
（1868） 大関

23 磐石力勝 市原市養老 明治元年
（1868） 前頭筆頭

24 佐野山幸吉 千葉市稲毛区
園生

明治2年
（1869） 前頭筆頭

25 高砂浦五郎 東金市大豆谷 明治2年
（1869） 前頭筆頭

26 勝ノ浦与一右衛門 山武市戸田 明治5年
（1872） 前頭筆頭

27 手柄山勝司 山武市上横地 明治5年
（1872） 関脇

28 千羽ケ嶽宗助 神崎町神崎本宿 明治10年
（1877） 前頭筆頭

29 高見山宗五郎 九十九里町粟生 明治11年
（1878） 関脇

30 小錦八十吉 横芝光町横芝 明治21年
（1888） 横綱

31 大纏千代吉 船橋市馬込 明治24年
（1891） 前頭筆頭

32 大蛇潟大五郎 市川市鬼越 明治25年
（1892） 前頭筆頭

33 鳳凰馬五郎 習志野市津田沼 明治26年
（1893） 大関

34 大見崎八之助 大網白里市
四天木

明治27年
（1894） 前頭2枚目

35 鉞り鉄五郎 山武市井之内 明治28年
（1895） 前頭13枚目

36 若島権四郎 市川市原木 明治29年
（1896） 横綱
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37 高見山酉之助 銚子市若宮町 明治40年
（1907） 関脇

38 紫雲竜吉之助 大網白里市
四天木

明治40年
（1907） 前頭筆頭

39 五所車菊太郎 いすみ市岬町 明治40年
（1907） 前頭8枚目

40 鳳谷五郎 印西市大森六軒 明治42年
（1909） 横綱

41 五十嵐敬之助 印西市大森六軒 明治43年
（1910） 前頭4枚目

42 龍ケ崎松太郎 大網白里市
四天木

明治43年
（1910） 小結

43 緋縅祐光 市原市 大正5年
（1916） 前頭17枚目

44 稲葉嶽光之助 市川市河原 大正5年
（1916） 前頭14枚目

45 千葉ケ崎俊治 富里市七栄 大正6年
（1917） 大関

46 若葉山鐘 千葉市緑区
平川町

大正9年
（1920） 関脇

47 銚子灘伝右衛門 銚子市本町 昭和6年
（1931） 前頭14枚目

48 大ノ浜勝治 銚子市川口町 昭和7年
（1932） 前頭4枚目

49 金湊仁三郎 船橋市金杉町 昭和9年
（1934） 前頭5枚目

50 一渡明 我孫子市本町 昭和14年
（1939） 前頭18枚目

51 竹旺山友久 銚子市仲町 昭和23年
（1948） 前頭16枚目

52 神若淳三 長生郡一宮町 昭和25年
（1950） 前頭12枚目

53 松登晟郎 松戸市松戸 昭和26年
（1951） 大関

54 星甲昌男 浦安市当代島 昭和30年
（1955） 前頭4枚目

55 房錦勝比古 市川市相之川 昭和32年
（1957） 関脇

56 君錦利正 木更津市文京 昭和36年
（1961） 前頭3枚目

57 麒麟児和春 柏市中央町 昭和49年
（1974） 関脇

58 岩波重広 木更津市畑沢 昭和52年
（1977） 前頭8枚目

59 富士乃真司 船橋市高根台 昭和61年
（1986） 前頭筆頭

60 琴富士孝也 千葉市花見川区
長作

昭和63年
（1988） 関脇

61 旭豪山和泰 市川市中国分 平成元年
（1989） 前頭9枚目

62 小城ノ花昭和 市川市大野町 平成2年
（1990） 前頭2枚目

63 大刀光電右衛門 千葉市花見川区
検見川

平成4年
（1992） 前頭15枚目

64 小城錦康年 市川市大野町 平成5年
（1993） 小結

65 敷島勝盛 船橋市日の出 平成6年
（1994） 前頭筆頭

66 琴龍宏央 市川市原木 平成8年
（1996） 前頭筆頭

67 闘牙進 市川市香取 平成10年
（1998） 前頭筆頭

68 若孜浩気 市川市 平成13年
（2001） 前頭12枚目

69 春日錦孝洋 いすみ市岬町 平成14年
（2002） 前頭5枚目

70 若荒雄匡也 船橋市 平成21年
（2009） 小結

71 舛乃山大晴 印旛郡栄町 平成23年
（2011）  （現役活躍中）

72 旭日松広太 野田市 平成24年
（2012）  （現役活躍中）

千葉県出身の幕内力士

『大相撲人物大事典』（「相撲」編集部編　平成13年）を参考とした。


