
成田山節分会参加力士 

昭和 43 年 （1968）

大本堂落慶  

   この年に高砂親方と NHK スタッフの協力により翌年から 

力士とＮＨＫ大河ドラマキャストによる節分絵の豆まきが恒例となる。 

昭和 44 年（1969） 前の山 高見山       

昭和 45 年（1970） 前の山 高見山       

昭和 46 年（1971） 前の山 高見山   北の富士    

昭和 47 年（1972） 前の山        

昭和 48 年（1973） 前の山 高見山   北の富士    

昭和 49 年（1974） 前の山  北の湖      

昭和 50 年（1975）  高見山  若三杉     

昭和 51 年（1976）  高見山 北の湖  北の富士 この年は NHK大河ドラマのキャスト不参加 

昭和 52 年（1977）  高見山 北の湖 若三杉     

昭和 53 年（1978）  高見山 北の湖 若三杉     

昭和 54 年（1979）  高見山  若乃花 蔵間    

昭和 55 年（1980）  高見山 北の湖 若乃花 蔵間    

昭和 56 年（1981）  高見山 北の湖 若乃花 蔵間 朝汐（朝潮）   

昭和 57 年（1982）  高見山 北の湖 若乃花  朝汐（朝潮） 千代の富士  

昭和 58 年（1983）  高見山 北の湖  蔵間 朝潮   

昭和 59 年（1984）  高見山 北の湖 若島津 蔵間 朝潮 千代の富士  

昭和 60 年（1985） この年何故力士が節分絵に参加しなかったのかは、調査中です。 

昭和 61 年（1986） 小錦 大乃国    朝潮 千代の富士 保志（北勝海） 

昭和 62 年（1987） 小錦 大乃国    朝潮 千代の富士 北勝海 

昭和 63 年（1988） 小錦 大乃国   南海龍 朝潮 千代の富士  

平成 元年（1989）  大乃国 水戸泉   朝潮   

平成 2年（1990）     孝乃富士  千代の富士 北勝海 

平成 3年（1991） 小錦 大乃国  曙    北勝海 

平成 4年（1992） 小錦 大乃国  曙   巴富士 北勝海 

平成 5年（1993） 小錦 武蔵丸 水戸泉 曙  鬼雷砲 巴富士  



平成 6年（1994） 小錦 武蔵丸 水戸泉 曙  鬼雷砲   

平成 7年（1995） 小錦 武蔵丸 水戸泉 曙  鬼雷砲   

平成 8年（1996）  武蔵丸 水戸泉   鬼雷砲 和歌乃山 朝乃翔 

平成 9年（1997）  武蔵丸 水戸泉 曙    朝乃翔 

平成 10 年（1998）  武蔵丸 水戸泉 曙   出島 朝乃翔 

平成 11年（1999）  武蔵丸 水戸泉   千代大海 出島 朝乃翔 

平成 12 年（2000）  武蔵丸 水戸泉 曙  千代大海 出島 朝乃翔 

平成 13 年（2001）  武蔵丸 水戸泉 曙 朝青龍 千代大海 出島  

平成 14 年（2002）     朝青龍 千代大海 出島 闘牙 

平成 15 年（2003）  武蔵丸   朝青龍 千代大海 出島 闘牙 

平成 16 年（2004）     朝青龍  出島 闘牙 

平成 17 年（2005）  稀勢の里   朝青龍 千代大海 出島 闘牙 

平成 18 年（2006）  稀勢の里   朝青龍 千代大海 出島 闘牙 

平成 19 年（2007） 白鵬 稀勢の里   朝青龍 千代大海 出島  

平成 20 年（2008） 白鵬 稀勢の里   朝青龍 千代大海 出島  

平成 21 年（2009） 白鵬 稀勢の里   朝青龍 千代大海 出島  

平成 22 年（2010）  稀勢の里  把瑠都    山本山 

平成 23 年（2011）  稀勢の里 隠岐の海 把瑠都     

平成 24 年（2012） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海 把瑠都     

平成 25 年（2013） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海 把瑠都     

平成 26 年（2014） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海 遠藤    舛ノ山 

平成 27 年（2015） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海 遠藤     

平成 28 年（2016） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海      

平成 29 年（2017） 白鵬 稀勢の里 隠岐の海 遠藤    御嶽海 
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