
別表1 大関で２場所連続１３勝以上で、翌場所も大関(史上)

力士名 場所 成績 場所 成績 場所 成績 場所 地位

1栃錦 昭28.3 14-1優勝 昭28.5 13-2 昭28.9 8-7 昭29.1 大関

2佐田の山 昭39.9 13-2 昭39.11 13-2 昭40.1 13-2優勝 昭40.3 横綱

3若三杉 昭53.1 13-2 昭53.3 13-2同点 昭53.5 14-1同点 昭53.7 横綱

4旭富士 平元.1 14-1同点 平元.3 13-2 平元.5 13-2同点 平元.7 大関

5旭富士 平元.3 13-2 平元.5 13-2同点 平元.7 8-7 平元.9 大関

6貴ノ花 平5.5 14-1優勝 平5.7 13-2同点 平5.9 12-3 平5.11 大関

7白鵬 平18.5 14-1優勝 平18.7 13-2 平18.9 8-7 平18.11 大関

8稀勢の里 平28.3 13-2 平28.5 13-2 平28.7 ？ 平28.9 ？

別表2 初土俵からのスロー新入幕(史上) 別表3 幕内経験者が再入幕するまでの番付下位（戦後）

力士名 所要場所 初土俵 新入幕 最高位

1星岩涛 115 昭45.5 平元.7 前14 場所 最低位 場所 最高位

2旭南海 105 平5.3 平22.9 前16 1土佐豊 平24.1 平25.3 西三84 平27.1 平27.1 西前16

3芳東 93 平8.1 平23.9 (前12) 2千代の国 平26.5 平27.3 西三28 平28.7 (平28.7) (東前9)

4琴春日 91 平5.3 平20.5 前7 3騏乃嵐 昭58.5 昭59.1 東三25 昭62.3 昭62.5 東前8

5琴椿 89 昭51.3 平3.1 前3 4栃ノ心 平25.7 平26.3 西下55 平26.11 (平28.7) (西関脇)

6豊桜 88 平元.3 平15.11 前5 5板井 昭56.5 昭57.1 東下45 昭57.11 平元.5 西小結

7貴ノ嶺 87 昭49.9 平元.3 前12 6龍虎 昭47.1 昭47.7 西下42 昭48.7 昭50.1 西小結

8北桜 86 昭62.3 平13.7 前9 7玉飛鳥 平17.11 平20.3 西下31 平21.9 (平24.7) (東前10)

9大真鶴 85 平4.5 平18.7 前16 8琴風 昭54.1 昭54.7 西下30 昭55.1 昭56.11他 東大関

9北はり磨 85 平14.3 平28.7 (前15) 8里山 平19.7 平22.7 西下30 平26.1 (平28.3） (東前15)

10丸山 昭48.7 昭49.5 東下30 昭51.1 昭51.1 東前13

10栃乃花 平15.3 平16.7 東下30 平17.11 平18.1 西前3

別表4 スピード新十両(昭和33年以降初土俵・幕下付け出しを除く) 別表5 新入幕の翌々場所に幕下（戦後）

力士名 所要場所 初土俵 昇進場所 最高位 力士名 新入幕 成績 翌場所地位 成績 翌々場所 翌々場所地位

1高鐵山 昭53.9 昭54.9 小結 1牧本 昭47.9 3-12 西十5 3-12 昭48.1 東下1

1土佐豊 平19.3 平20.3 前1 2王湖 昭57.7 3-12 東十7 5-10 昭57.11 東下1

1常幸龍 平23.5 平24.5 (小結) 3鳥羽の山 平14.3 0-1-14休 西十9 5-10 平14.7 東下1

4旭富士 昭56.1 昭57.3 横綱 4境澤 平20.3 3-5-7休 東十9 3-12 平20.7 東下6

4宇良 平27.3 平28.5 (十8) 5明瀬山 平28.3 4-11 西十5 1-14 平28.7 西下2

6小錦 昭57.7 昭58.11 大関

6把瑠都 平16.5 平17.9 大関

6境澤 平18.3 平19.7 前15

6千代桜 平22.3 平23.9 十11

6大砂嵐 平24.3 平25.7 (前1)

6高立 平26.3 平27.7 (十13)

6大輝 8 平27.3 平28.7 (十13)
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