
本名…青木 康
出身地…北海道河西郡芽室町
生年月日…昭和37年10月9日
初土俵…昭和53年春場所
通算成績…426勝228敗105休
幕内最高優勝２回・殊勲賞５回・敢闘賞２回

昭和57年春場所新十両、同58年春場所新入幕。
新入幕の年の九州場所で、
北の湖・千代の富士・隆の里の三横綱を倒す大活躍。
翌年の春場所では、三横綱三大関を総なめにし、
殊勲賞・敢闘賞を受賞。
同60年名古屋場所後大関昇進、
同62年夏場所で全勝の初優勝を果たした。
昭和62年秋場所後に横綱推挙。
翌年春場所で二回目の優勝。同年九州場所の“昭和最後の一番”で
千代の富士の53連勝に土をつけた。

平成3年名古屋場所、28歳で引退。現役名で年寄となり、
のち｢芝田山」を襲名。

平成11年6月に満を持して芝田山部屋を開き、
現在親方として弟子育成に奮闘する傍ら、
角界きっての甘党美食家として、
テレビ東京系『元祖！でぶや』等でも活躍。

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物…相撲部屋のカレー 音楽…レディガガ等洋楽
色…青、黒 動物…犬
得意料理…ポテトサラダ TV…アメトーク！

「バット」こと魁は入門から１０年半で十両の座を掴みました。
四兄弟の末っ子で、お布団大好きマイペースな弟気質の力士です。
日本語を上手に話し、日常的な読み書きもできます。
ロシア語、英語も少し話せるそうです。

最初は生肉を食べることなど、文化の違いに驚いたそうですが
現在はデジタル機器を駆使しつつ、楽しく生活しています。
１期違いの鏡桜（鏡山部屋）の活躍に刺激を受け自身も飛躍を狙います

魁 猛
(さきがけ たけし)

本名…ヤガーンバートル・バトトゥシグ
初土俵…平成１５年夏場所
誕生日…昭和６１年４月５日 (３５歳)
出身地…モンゴル ウランバートル
身長…180cm 体重…170kg
血液型…Ａ型
得意な形…右四つ
最高位…十両東１０枚目

(平成２６年秋場所)
総合成績…４０２勝３８１敗

(令和３年三月場所まで)
☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物…肉 音楽…湘南乃風
色…赤・黒 動物…犬
得意料理…炒め物 TV…Ｍステ(音楽好きです)

かつて部屋に所属していた磯ノ国の実弟、譲二。
大きな体とニコニコ笑顔がチャームポイントです。
イメージそのまま、おおらかで明るく、優しい性格です。

入門前から部屋に出入りしており、
中学卒業と同時に馴染みの芝田山部屋へ入門しました。
現在は所属力士の中で一番の兄弟子となり、
みんなを引っ張る頼もしさも出てきました。
これからの活躍がますます期待されます。

高麗の国 譲二
(こまのくに じょうじ)

本名…平田譲二
初土俵…平成18年春場所
誕生日…平成２年６月２９日 (３０歳)
出身地…神奈川県大磯町
身長…175cm 体重…205kg
血液型…Ｏ型
得意な形…押し
最高位…幕下東２６枚目

(平成２６年春場所)
総合成績…３１４勝２８３敗１９休

(令和３年三月場所まで)

満津田 誉彦
(まつだ たかひこ)

本名…松田誉彦

初土俵…平成２５年５月場所
誕生日…平成６年９月１９日（27歳）
出身地…長野県飯田市
身長…１８０㎝ 体重…１１２㎏
得意な形 寄り切り

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物…おくら
音楽…中島みゆき

色…青
動物…猫

得意料理…煮物
好きなＴＶ…相席食堂

怪我なく無事に場所を
務めるよう頑張ります

親方 芝田山 康
(第六十二代横綱・大乃国)

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物 しいたけ
音楽 河島英五

色 黒
動物 コツメカワウソ
得意料理 野菜スープ
ＴＶ 男はつらいよ

怪我を悪化させないよう
日々のストレッチを強化する

泉川 五右衛門
（いずみかわ ごえもん）

本名 塩谷瑠致(しおたにりゅうち)
生年月日 平成９年５月１2日（24歳）
初土俵 平成２８年１月場所
京都市右京区
１８１㎝ １２１㎏
得意な形 叩き込み

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆
食べ物…ラーメン（にんにく入り！） 音楽…パンク
色…青 動物…亀
得意料理…麻婆茄子 TV…オンエアバトル等お笑い番組

芝田山部屋の力士で最古参にあたる翔傑。
賑やかな弟弟子たちを穏やかに見守る大人の兄弟子です。
感情の起伏があまり表に出ないので、一見強面で近づきがたいと
評されることもあるそうですが、実際は優しい笑顔の物静かな力士で、
人望の厚さはピカイチです。長年の稽古で鍛えあげられた、
よく響く低い声はとても印象的です。心は２０代！いやいや１０代？！
大好きなトレーニングで動ける体を作っています。

全力で稽古に励み、まだまだ頑張ります！

翔傑 喜昭
(しょうけつ よしあき)
本名…仲原克明
初土俵…平成７年春場所
誕生日…昭和５１年９月５日 (４5歳)
出身地…静岡県伊豆市
身長…185cm 体重…160kg
血液型…ＡＢ型
得意な形…押し、左四つ
最高位…幕下西４枚目
(平成２１年春場所)

総合成績…５５０勝５２８敗
(令和３年三月場所まで)

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆
食べ物…ラーメン、中華全般 音楽…コブクロ 槇原敬之
色…赤・オレンジ・紫 動物…馬
TV…ドラマ系、お笑い系

中学卒業後すぐに入門した浜田山。
顔つきもしっかりし、兄弟子として頑張っています。
一見のんびりしていそうですが、きちんとした受け答えが出来る
頼れるタイプで、親方、周りの人からの信頼も厚い力士です。
芝田山部屋唯一の都内出身。隣駅の浜田山が地元です。
出身中学の先生からの応援も多く、
周りに愛される、素直な性格の力士です。

浜田山 敬志
(はまだやま たかし)
本名…吉田敬志
初土俵…平成19年春場所
誕生日…平成３年１２月２日 (２９歳)
出身地…東京都杉並区
身長…171cm 体重…100kg
血液型…Ａ型
得意な形…右四つ、前みつ
最高位…三段目西４０枚目
(平成３０年秋場所)

総合成績…２６６勝３１５敗
(令和３年三月場所まで)

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆
食べ物…肉。特に鶏肉！唐揚げ 色…黄色、赤、青、黒

音楽…いいと思った曲をＤＬして聞いています
動物…犬
得意料理…洗い物専門(笑) TV…プロ野球中継

相撲未経験で入門し奮闘している錦国。
入門前は野球部に所属しながら柔道の大会にも出場していました。
野球はプレーするだけでなくチームを問わず観戦も好きで、
入門前は最寄りの広島マツダスタジアムへ行っていたそうです。
野球部のお陰で部屋の朝方生活にも溶け込むことが出来ました。

錦国 貴就
(にしきくに たかなり)

本名…矢田部 貴就
初土俵…平成３１年春場所
誕生日…平成１２年５月２５日 (２１歳)
出身地…山口県岩国市
身長…179cm 体重…141kg
血液型…Ａ型
得意な形…探し中です
最高位…三段目西６９枚目
(令和３年五月場所)

総合成績…４３勝２７敗７休
(令和３年三月場所まで)

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物 天ぷら
音楽 嵐

色 むらさき
動物 犬

得意料理 スイーツ
ＴＶ アニメ

地道にけいこを重ねて
1つでも上位を目指して頑張ります

若肥前 兼敏
(わかひぜん かねとし)

本名 酒井兼敏
生年月日 平成2年12月22日（30歳）
初土俵 平成18年3月場所
長崎県雲仙市
１７１㎝ １３０㎏
得意な形 押し

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物…にんにく、ラーメン 音楽…洋楽、EXILEなど
色…青 動物…犬
得意料理…炒め物系、中華 TV…ドラマ「相棒」

一見イカつく強面の龍勢旺ですが、今風で明るくしかもボケ役。
部屋最年少の蘆隆山とゲームで盛り上がっている姿は
良いお兄ちゃん、といったところです。

入門時は５年を１つの期限と決めていたようですが
自分はまだ頑張れる！と決意、力士として頑張っています。
目指すは幕下定着、新たな環境で飛躍を誓います。

龍勢旺 祐崇
(りゅうせいおう まさたか)

本名…淵田祐崇
初土俵…平成１６年春場所
誕生日…昭和６１年２月１４日 (３５歳)
出身地…熊本県人吉市
身長…187cm 体重…145kg
血液型…Ｂ型
得意な形…突き押し
最高位…幕下東４０枚目

(平成３０年秋場所)
総合成績…３４７勝３４０敗１５休

(令和３年三月場所まで)

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物 チョコレート
音楽…Ａｑｕａｔｉｍｅｚ

色…黒
動物…チンチラ
得意料理…なし

ＴＶ…水曜日のダウンタウン

怪我をしないように注意ながら
上位を目指して頑張ります

峻峰 陸
(しゅんぽう りく）

本名…小林 陸
生年月日…平成１２年８月１７日（21歳）
初土俵…平成２８年３月場所
出身地…横浜市青葉区
身長…１７０㎝ 体重…１００㎏
得意な形…はず押し

都島 元春
(みやこじま もとはる)
本名…土田 元春
生年月日…平成元年１０月１９日（32歳）
初土俵…平成２５年５月場所
出身地…大阪市都島区
身長…１８８㎝ 体重…１０９㎏
得意な形…上手投げ

錦星龍 勇理
（きんせいりゅう ゆうり）

本名…長原 勇理
生年月日…平成１３年４月１５日（20歳）
初土俵…令和２年３月場所
出身地…山口県下松市
身長…１７２㎝ 体重…１０１㎏
得意な形…寄り切り

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物 ゴーヤチャンプルー
音楽 私立恵比寿中学

色 白
動物 猫

得意料理 炒め物
ＴＶ プロ野球

優勝目指して頑張ります

☆Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ☆

食べ物 からあげ
音楽 女王蜂
色 黒
動物 猫

得意料理 なし
ＴＶ なし

勝ち越し目指してがんばります


