
吹A7 -ヨ5099-広島タ 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西 吹A32 -ヨ8057-幡生操 吹A2 (富士入換)-富士-5095-稲沢 吹A20 -ヨ4085-米原操-4084-名古屋タ-1353-稲沢

吹A8 広島タ-91-大竹-93-岩国-94-広島タ 吹A19 幡生操-ヨ8056- 吹A3 稲沢-ヨ1092- 吹A21 稲沢-5094-東京タ

吹A9 広島タ-97-岩国-単1694-大竹-ヨ1094- 吹A22 東京タ-ヨ1089-

吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢 吹A14 新鶴見-3095-稲沢 新A207 吹貨東-1182-梅小路-1881-吹貨東/吹貨西-1883-安治川口-5088-吹貨西 吹A19 -ヨ8056-名古屋タ-1255-稲沢 吹A3 -ヨ1092-東京タ 吹A22 -ヨ1089-吹貨東-1089-大阪タ-次単1482-吹貨東

吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢 吹A15 稲沢-1550-大府-5767-稲沢 吹A20 稲沢-2086-名古屋タ-ヨ4085- 吹A4 東京タ-5073-静岡貨 吹A25 吹貨西-単1783-百済タ-1082-稲沢

吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A26 稲沢-1083-百済タ-配1392-吹貨西-配1392-大阪タ-62-吹貨東 吹A16 -ヨ1096-新鶴見 吹A6 吹貨東-配1473-大阪タ-81-吹貨西-81-別所姫貨-86-吹貨西-86-大阪タ-1080-吹貨東-ヨ1080- 吹A20 -ヨ4085-米原操-4084-名古屋タ-1353-稲沢 吹A4 静岡貨-ヨ5073- 吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065-

吹A17 新鶴見-3064-東京タ 吹A21 稲沢-5094-東京タ

吹A18 東京タ-ヨ5053- 吹A22 東京タ-ヨ1089-

吹A37 吹貨西-次単1783-百済タ-ヨ1088- 吹A18 -ヨ5053-幡生操-83-下関貨/下関-単1652-幡生操 吹A6 -ヨ1080-新座タ 吹A22 -ヨ1089-吹貨東-1089-大阪タ-次単1482-吹貨東 吹A4 -ヨ5073-幡生操 吹A11 -ヨ1065-幡生操

吹A7 新座タ-5097-沼津-ヨ5099- 吹A23 吹貨東-単1483-大阪タ-2081-吹貨西-2081-幡生操 吹A5 幡生操-2072-吹貨西 吹A12 幡生操-ヨ5052-

吹A37 -ヨ1088-越谷タ 運用なし 幡生操留置 吹A7 -ヨ5099-広島タ 吹A24 幡生操-2070-吹貨西 運用なし 吹田留置 吹A12 -ヨ5052-東京タ

吹A8 広島タ-91-大竹-単94-広島タ 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑

岡A25 広島タ-95-大竹

吹A9 大竹-ヨ1094-

吹A38 越谷タ-ヨ1067- 運用なし 幡生操留置 吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢 運用なし 吹田留置 吹A37 吹貨西-次単1783-百済タ-ヨ1088- 吹A31 新鶴見-5091-稲沢

吹A32 稲沢-2082-名古屋タ-ヨ8057-

吹A38 -ヨ1067-百済タ-単1780-吹貨西 吹A35 幡生操-5070-新鶴見 吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065- 吹A27 吹貨西-2071-幡生操 吹A37 -ヨ1088-越谷タ 吹A32 -ヨ8057-幡生操

吹A1 吹貨東-単1489-大阪タ-1066-吹貨東-ヨ1066- 吹A28 幡生操-2084-広島タ 吹A38 越谷タ-ヨ1067- 吹A33 幡生操-ヨ5056-

吹A1 -ヨ1066-東京タ 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西 吹A11 -ヨ1065-幡生操 吹A29 広島タ-71-幡生操-ヨ5060- 吹A38 -ヨ1067-百済タ-単1780-吹貨西 吹A33 -ヨ5056-新鶴見-4057-倉賀野-単4057-高崎操

吹A2 東京タ-5095-富士-(富士入換) 吹A12 幡生操-ヨ5052- 新A207 吹貨東-1182-梅小路-1881-吹貨東/吹貨西-1883-安治川口-5088-吹貨西 吹A34 高崎操-単3096-倉賀野-3096-新座タ-ヨ5055-

吹A2 (富士入換)-富士-5095-稲沢 吹A6 吹貨東-配1473-大阪タ-81-吹貨西-81-別所姫貨-86-吹貨西-86-大阪タ-1080-吹貨東-ヨ1080- 吹A12 -ヨ5052-東京タ 吹A29 -ヨ5060-東京タ 運用なし 吹田留置 吹A34 -ヨ5055-幡生操

吹A3 稲沢-ヨ1092- 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑 吹A30 東京タ-4073-新鶴見

吹A3 -ヨ1092-東京タ 吹A6 -ヨ1080-新座タ 吹A14 新鶴見-3095-稲沢 吹A31 新鶴見-5091-稲沢 運用なし 吹田留置 吹A35 幡生操-5070-新鶴見

吹A4 東京タ-ヨ5073- 吹A7 新座タ-5097-沼津-ヨ5099- 吹A15 稲沢-1550-大府-5767-稲沢 吹A32 稲沢-2082-名古屋タ-ヨ8057-

吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A4 -ヨ5073-幡生操 吹A7 -ヨ5099-広島タ 吹A16 -ヨ1096-新鶴見 吹A32 -ヨ8057-幡生操 吹A27 吹貨西-2071-幡生操 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西

吹A5 幡生操-2072-吹貨西 吹A8 広島タ-91-大竹-93-岩国-94-広島タ 吹A17 新鶴見-3064-東京タ 吹A33 幡生操-ヨ5056- 吹A28 幡生操-2084-広島タ 吹A37 吹貨西-次単1783-百済タ-ヨ1088-

吹A9 広島タ-97-岩国-単1694-大竹-ヨ1094- 吹A18 東京タ-ヨ5053-

新A207 吹貨東-1182-梅小路-1881-吹貨東/吹貨西-1883-安治川口-5088-吹貨西 吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢 吹A18 -ヨ5053-幡生操-83-下関貨/下関-単1652-幡生操 吹A33 -ヨ5056-新鶴見-4057-倉賀野-単4057-高崎操 吹A29 広島タ-71-幡生操-5060-広島タ 吹A37 -ヨ1088-越谷タ

吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢 吹A34 高崎操-単3096-倉賀野-3096-新座タ-単5055-新鶴見 新A223 広島タ-ヨ8052-

吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065-

吹A6 吹貨東-配1473-大阪タ-81-吹貨西-81-別所姫貨-86-吹貨西-86-大阪タ-1080-吹貨東-ヨ1080- 吹A11 -ヨ1065-幡生操 吹A33 幡生操-ヨ5056- 吹A33 新鶴見-4057-倉賀野-単4057-高崎操 新A223 -ヨ8052-新鶴見 吹A38 越谷タ-ヨ1067-

吹A12 幡生操-ヨ5052- 吹A34 高崎操-単3096-倉賀野-3096-新座タ-ヨ5055-

吹A6 -ヨ1080-新座タ 吹A12 -ヨ5052-東京タ 吹A33 -ヨ5056-新鶴見-4057-倉賀野-単4057-高崎操 吹A34 -ヨ5055-幡生操 吹A31 新鶴見-5091-稲沢 吹A38 -ヨ1067-百済タ-単1780-吹貨西

吹A7 新座タ-5097-沼津-ヨ5099- 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑 吹A34 高崎操-単3096-倉賀野-3096-新座タ-ヨ5055- 吹A32 稲沢-2082-名古屋タ-ヨ8057-

吹A7 -ヨ5099-広島タ 吹A14 新鶴見-3095-稲沢 吹A34 -ヨ5055-幡生操 吹A35 幡生操-5070-新鶴見 吹A32 -ヨ8057-幡生操 吹A6 吹貨東-配1473-大阪タ-81-吹貨西-81-別所姫貨-86-吹貨西-86-大阪タ-1080-吹貨東-ヨ1080-

吹A8 広島タ-91-大竹-93-岩国-94-広島タ 吹A15 稲沢-1550-大府-5767-稲沢 吹A33 幡生操-ヨ5056-

吹A9 広島タ-97-岩国-単1694-大竹-ヨ1094- 吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢 吹A16 -ヨ1096-新鶴見 吹A35 幡生操-5070-新鶴見 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西 吹A33 -ヨ5056-新鶴見-4057-倉賀野-単4057-高崎操 吹A6 -ヨ1080-新座タ

吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢 吹A17 新鶴見-3064-東京タ 吹A34 高崎操-単3096-倉賀野-3096-新座タ-ヨ5055- 吹A7 新座タ-5097-沼津-ヨ5099-

吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065- 吹A18 東京タ-ヨ5053-

吹A11 -ヨ1065-幡生操 吹A18 -ヨ5053-幡生操-83-下関貨/下関-単1652-幡生操 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西 運用なし 吹田留置 吹A34 -ヨ5055-幡生操 吹A7 -ヨ5099-広島タ

吹A12 幡生操-ヨ5052- 吹A19 幡生操-ヨ8056- 吹A1 吹貨東-単1489-大阪タ-1066-吹貨東-ヨ1066- 吹A8 広島タ-91-大竹-93-岩国-94-広島タ

吹A9 広島タ-97-岩国-単1694-大竹-ヨ1094-

吹A12 -ヨ5052-東京タ 吹A19 -ヨ8056-名古屋タ-1255-稲沢 吹A1 -ヨ1066-東京タ 無動 吹貨西-2073-幡生操 吹A35 幡生操-5070-新鶴見 吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢

吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑 吹A20 稲沢-2086-名古屋タ-ヨ4085- 吹A2 東京タ-5095-富士-(富士入換) 吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢

吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065-

吹A14 新鶴見-3095-稲沢 吹A20 -ヨ4085-米原操-4084-名古屋タ-1353-稲沢 吹A2 (富士入換)-富士-5095-稲沢 臨貨 幡生操-ヨ8090- 吹A36 新鶴見-5085-吹貨西 吹A11 -ヨ1065-幡生操

吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096- 吹A3 稲沢-ヨ1092-

運用なし 稲沢留置 吹A16 -ヨ1096-新鶴見 吹A3 -ヨ1092-東京タ 臨貨 -ヨ8090-西浜松-8090-東京タ 運用なし 吹田留置 吹A19 幡生操-ヨ8056-

吹A17 新鶴見-3064-東京タ 吹A4 東京タ-ヨ5073-

吹A18 東京タ-ヨ5053-

吹A26 稲沢-1083-百済タ-配1392-吹貨西 吹A18 -ヨ5053-幡生操-83-下関貨/下関-単1652-幡生操 吹A4 -ヨ5073-幡生操 運用なし 東京タ留置 吹A6 吹貨東-配1473-大阪タ-81-吹貨西-81-別所姫貨-86-吹貨西-86-大阪タ-1080-吹貨東-ヨ1080- 吹A19 -ヨ8056-名古屋タ-単****-稲沢

吹A5 幡生操-2072-吹貨西

吹A27 吹貨西-2071-幡生操 吹A12 幡生操-5052-新南陽 運用なし 吹田留置 運用なし 東京タ留置 吹A6 -ヨ1080-新座タ 吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢

吹A28 幡生操-2084-広島タ 吹A7 新座タ-5097-沼津 吹A11 稲沢-1253-名古屋タ-ヨ1065-

岡A23 沼津-ヨ1091-

23232323 木木木木 運用なし 広島タ留置 吹A12 新南陽-ヨ5052- 運用なし 吹田留置 臨貨 東京タ-8091-西浜松-ヨ8091- 岡A23 -ヨ1091-摩耶 吹A11 -ヨ1065-新南陽

吹A8 広島タ-91-大竹-93-岩国-94-広島タ 吹A12 -ヨ5052-東京タ 吹A103 吹貨西-2077-岡山タ-2077-広島タ 臨貨 -ヨ8091-幡生操 岡A23 摩耶-1091-幡生操 吹A11 新南陽-1065-幡生操

吹A9 広島タ-97-岩国-単1694-大竹-ヨ1094- 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑 吹A104 広島タ-2076-岡山タ 吹A12 幡生操-ヨ5052-

吹A9 -ヨ1094-名古屋タ-1250-稲沢 吹A14 新鶴見-3095-稲沢 吹A104 岡山タ-2076-吹貨西 運用なし 幡生操留置 岡A24 幡生操-2088-岡山タ 吹A12 -ヨ5052-東京タ

吹A10 稲沢-次3091-名古屋タ-2095-稲沢 吹A15 稲沢-1550-大府-5767-稲沢 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑

吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A20 稲沢-2086-名古屋タ-ヨ4085- 吹A16 -ヨ1096-新鶴見 吹A27 吹貨西-2071-幡生操 臨貨 幡生操-ヨ8090- 岡A32 岡山タ-2075-幡生操 吹A14 新鶴見-3095-稲沢

吹A17 新鶴見-3064-東京タ 吹A28 幡生操-2084-広島タ 吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A20 -ヨ4085-米原操-4084-名古屋タ-1353-稲沢 吹A160 東京タ-4093-宇都宮タ-4076-新座タ-ヨ1069- 吹A29 広島タ-71-幡生操-ヨ5060- 臨貨 -ヨ8090-西浜松 吹A5 幡生操-2072-吹貨西 吹A16 -ヨ1096-新鶴見

吹A21 稲沢-5094-東京タ 吹A17 新鶴見-3064-東京タ

吹A22 東京タ-ヨ1089- 吹A13 東京タ-1159-相模貨物-単1782-割畑

吹A22 -ヨ1089-吹貨東-1089-大阪タ-次単1482-吹貨東 吹A160 -ヨ1069-吹貨東-1069-大阪タ-単1482-吹貨東 吹A29 -ヨ5060-東京タ 臨貨 西浜松-次9863-稲沢 吹A103 吹貨西-2077-岡山タ-2077-広島タ 吹A14 新鶴見-3095-稲沢

吹A23 吹貨東-単1483-大阪タ-2081-吹貨西-2081-幡生操 吹A30 東京タ-4073-新鶴見 吹A104 広島タ-2076-岡山タ 吹A15 稲沢-1550-大府-5767-稲沢

吹A16 稲沢-1352-名古屋タ-3099-岐阜タ-ヨ1096-

吹A24 幡生操-2070-吹貨西 運用なし 吹田留置 吹A31 新鶴見-5091-稲沢 臨貨 稲沢-前8862-西浜松 吹A104 岡山タ-2076-吹貨西 吹A16 -ヨ1096-新鶴見

吹A32 稲沢-2082-名古屋タ-ヨ8057- 吹A103 吹貨西-2077-岡山タ-2077-広島タ 吹A17 新鶴見-3064-東京タ

吹A104 広島タ-2076-岡山タ 吹A18 東京タ-ヨ5053-

新A207 吹貨東-1182-梅小路-1881-吹貨東/吹貨西-1883-安治川口-5088-吹貨西 吹A27 吹貨西-2071-幡生操 吹A32 -ヨ8057-幡生操 臨貨 西浜松-ヨ8091- 吹A104 岡山タ-2076-吹貨西 吹A18 -ヨ5053-幡生操-83-下関貨/下関-単1652-幡生操

吹A28 幡生操-2084-広島タ 吹A33 幡生操-5056-岡山タ 吹A19 幡生操-ヨ8056-
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日日日日 21212121 26262626 27272727 30303030 33333333 36363636

2222 木木木木

1111 水水水水

3333 金金金金

7777 火火火火

8888 水水水水

4444 土土土土

5555 日日日日

6666 月月月月

13131313 月月月月

14141414 火火火火

12121212 日日日日

9999 木木木木

10101010 金金金金

11111111 土土土土

15151515 水水水水

16161616 木木木木

17171717 金金金金

18181818 土土土土

19191919 日日日日

20202020 月月月月

21212121 火火火火

22222222 水水水水

24242424 金金金金

25252525 土土土土

26262626 日日日日

30303030 木木木木

27272727 月月月月

28282828 火火火火

29292929 水水水水


