
 算命学万年暦 

 命式大事典 
 1903年 ～ 2029年 

1



 ● 注意事項 

 (1)  本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れ 

 などお気付きの点がありましたら、出版元まで書面にてご連絡ください。 

 (2)  本書の内容に関して運用した結果の影響については、上記(1)項に関わらず責任を負いかね 

 ます。あらかじめご了承ください。 

 (3)  本書の全部または一部について、出版元から文書による承諾を得ずに複製することは禁じら 

 れています。 
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 【著作権について】 

 このテキストは、著作権法で保護されている著作物です。このテキストの著作権 

 は、とも│投資算命学鑑定師(占いばばあ)に属します。本冊子の使用に関しまして 

 は、以下の点にご注意ください。 

 【使用許諾契約書】 

 本契約は、本冊子を入手した個人・法人（以下、甲と称す）と発行者（以下、乙と 

 称す）との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲 

 はこの契約に合意したことになります。 

 第 １ 条：本契約の目的 

 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が独占的に使用す 

 る権利を承諾するものです。 

 第 ２ 条：禁止事項 

 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得 

 た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディア 

 による配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡す 

 ことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織において 

 のみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 第 ３ 条：損害賠償 

 甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金が発 

 生する場合がありますのでご注意ください。 

 第 ４ 条：契約の解除 

 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除するこ 

 とができるものとします。 

 第 ５ 条：責任の範囲 

 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとし 

 ても一切の責任を負いません。 
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 表の見方 

 本書は、1903年から2029年までの生年月日における、算命学の命式をまとめたもの 

 です。本書では、陰占・陽占・天中殺・大運を掲載しています。 

 【陰占部】 

 生年月日  年干支  月干支  日干支  天中殺 

 1903年1月1日  壬寅  壬子  己丑  午未 

 1903年1月2日  壬寅  壬子  庚寅  午未 

 1903年1月3日  壬寅  壬子  辛卯  午未 

 ●  生年月日  ：　生年月日を示します 

 ●  年干支  ：　生年月日における年干支を示します 

 ●  月干支  ：　生年月日における月干支を示します 

 ●  日干支  ：　生年月日における日干支を示します 

 ●  天中殺  ：　天中殺を示します 

 日 月 年 

 己 壬 壬 

 丑 子 寅 

 　(例) 1903年1月1日 
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 【陽占部】 

 生年月日 
 (北) 

 頭 

 (南) 

 腹 

 (中央) 

 胸 

 (東) 

 左手 

 (西) 

 右手 
 左肩  左足  右足 

 1903年1月1日  司禄  司禄  禄存  牽牛  貫索  天極  天馳  天庫 

 1903年1月2日  鳳閣  鳳閣  調舒  禄存  禄存  天馳  天極  天馳 

 1903年1月3日  調舒  調舒  鳳閣  司禄  禄存  天報  天貴  天馳 

 陽占対応図（例：1903年1月1日） 

 ●  (北)頭  ：　頭の十大主星を示します 

 ●  (南)腹  ：　腹の十大主星を示します 

 ●  (中央)胸  ：　胸の十大主星を示します 

 ●  (東)左手  ：　左手の十大主星を示します 

 ●  (西)右手  ：　右手の十大主星を示します 

 ●  左肩  ：　左肩の十二大従星を示します 

 ●  左足  ：　左足の十二大従星を示します 

 ●  右足  ：　右足の十二大従星を示します 
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 【大運部】 

 生年月日  男  女 
 歳運 

 (男) 

 歳運 

 (女) 

 1903年1月1日  順  逆  2  9 

 1903年1月2日  順  逆  2  9 

 1903年1月3日  順  逆  2  9 

 ●  男・女  ：　男性・女性の場合の大運の順行・逆行を示します 

 ●  歳運(男)  ：　男性の場合の歳運を示します 

 ●  歳運(女)  ：　女性の場合の歳運を示します 

 ◆ 注記 

 (注1) 二十八元の採用蔵干決定にあたって、節入日は含めて計算しています 

 (注2) 歳運は、３で除した後にすべて切り上げで処理しています 

 ◆ 誤植を見つけた方へ 

 　万全を期して制作していますが、万一、誤植を見つけた方は以下までご連絡をく 

 ださいますようお願いいたします。 

 連絡先：  keypencil55@gmail.com 
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生年月日 年干支 月干支 日干支 天中殺
(北)
頭

(南)
腹

(中央)
胸

(東)
左手

(西)
右手 左肩 左足 右足 男 女

歳運
(男)

歳運
(女)

1903年1月1日 壬寅 壬子 己丑 午未 司禄 司禄 禄存 牽牛 貫索 天極 天馳 天庫 順 逆 2 9

1903年1月2日 壬寅 壬子 庚寅 午未 鳳閣 鳳閣 調舒 禄存 禄存 天馳 天極 天馳 順 逆 2 9

1903年1月3日 壬寅 壬子 辛卯 午未 調舒 調舒 鳳閣 司禄 禄存 天報 天貴 天馳 順 逆 2 9

1903年1月4日 壬寅 壬子 壬辰 午未 貫索 貫索 石門 鳳閣 車騎 天胡 天将 天庫 順 逆 1 10

1903年1月5日 壬寅 壬子 癸巳 午未 石門 石門 貫索 調舒 司禄 天恍 天禄 天報 順 逆 1 10

1903年1月6日 壬寅 癸丑 甲午 辰巳 龍高 玉堂 玉堂 禄存 司禄 天禄 天南 天極 順 逆 10 1

1903年1月7日 壬寅 癸丑 乙未 辰巳 玉堂 龍高 龍高 司禄 鳳閣 天将 天堂 天印 順 逆 10 1

1903年1月8日 壬寅 癸丑 丙申 辰巳 車騎 牽牛 牽牛 鳳閣 鳳閣 天貴 天印 天胡 順 逆 10 1

1903年1月9日 壬寅 癸丑 丁酉 辰巳 牽牛 車騎 車騎 調舒 禄存 天極 天庫 天貴 順 逆 10 2

1903年1月10日 壬寅 癸丑 戊戌 辰巳 禄存 司禄 司禄 貫索 調舒 天貴 天印 天庫 順 逆 9 2

1903年1月11日 壬寅 癸丑 己亥 辰巳 司禄 禄存 禄存 石門 牽牛 天極 天庫 天報 順 逆 9 2

1903年1月12日 壬寅 癸丑 庚子 辰巳 鳳閣 調舒 調舒 龍高 調舒 天馳 天庫 天極 順 逆 9 3

1903年1月13日 壬寅 癸丑 辛丑 辰巳 調舒 鳳閣 鳳閣 牽牛 鳳閣 天報 天印 天印 順 逆 8 3

1903年1月14日 壬寅 癸丑 壬寅 辰巳 貫索 石門 石門 禄存 禄存 天胡 天堂 天胡 順 逆 8 3

1903年1月15日 壬寅 癸丑 癸卯 辰巳 石門 貫索 龍高 司禄 鳳閣 天恍 天南 天貴 順 逆 8 4

1903年1月16日 壬寅 癸丑 甲辰 寅卯 龍高 玉堂 牽牛 鳳閣 玉堂 天禄 天南 天堂 順 逆 7 4

1903年1月17日 壬寅 癸丑 乙巳 寅卯 玉堂 龍高 車騎 調舒 牽牛 天将 天堂 天恍 順 逆 7 4

1903年1月18日 壬寅 癸丑 丙午 寅卯 車騎 牽牛 調舒 貫索 調舒 天貴 天印 天将 順 逆 7 5

1903年1月19日 壬寅 癸丑 丁未 寅卯 牽牛 車騎 鳳閣 石門 鳳閣 天極 天庫 天南 順 逆 6 5

1903年1月20日 壬寅 癸丑 戊申 寅卯 禄存 司禄 石門 車騎 鳳閣 天貴 天印 天胡 順 逆 6 5

1903年1月21日 壬寅 癸丑 己酉 寅卯 司禄 禄存 貫索 牽牛 鳳閣 天極 天庫 天貴 順 逆 6 6

1903年1月22日 壬寅 癸丑 庚戌 寅卯 鳳閣 調舒 玉堂 禄存 龍高 天馳 天庫 天堂 順 逆 5 6

1903年1月23日 壬寅 癸丑 辛亥 寅卯 調舒 鳳閣 龍高 司禄 調舒 天報 天印 天恍 順 逆 5 6

1903年1月24日 壬寅 癸丑 壬子 寅卯 貫索 石門 牽牛 鳳閣 石門 天胡 天堂 天将 順 逆 5 7

1903年1月25日 壬寅 癸丑 癸丑 寅卯 石門 貫索 車騎 調舒 車騎 天恍 天南 天南 順 逆 4 7

1903年1月26日 壬寅 癸丑 甲寅 子丑 龍高 玉堂 司禄 貫索 貫索 天禄 天南 天禄 順 逆 4 7

1903年1月27日 壬寅 癸丑 乙卯 子丑 玉堂 龍高 禄存 石門 貫索 天将 天堂 天禄 順 逆 4 8

1903年1月28日 壬寅 癸丑 丙辰 子丑 車騎 牽牛 調舒 龍高 鳳閣 天貴 天印 天南 順 逆 3 8

1903年1月29日 壬寅 癸丑 丁巳 子丑 牽牛 車騎 鳳閣 玉堂 石門 天極 天庫 天将 順 逆 3 8

1903年1月30日 壬寅 癸丑 戊午 子丑 禄存 司禄 石門 車騎 玉堂 天貴 天印 天将 順 逆 3 9

1903年1月31日 壬寅 癸丑 己未 子丑 司禄 禄存 貫索 牽牛 貫索 天極 天庫 天南 順 逆 2 9

1903年2月1日 壬寅 癸丑 庚申 子丑 鳳閣 調舒 玉堂 禄存 貫索 天馳 天庫 天禄 順 逆 2 9

1903年2月2日 壬寅 癸丑 辛酉 子丑 調舒 鳳閣 龍高 司禄 貫索 天報 天印 天禄 順 逆 2 10

1903年2月3日 壬寅 癸丑 壬戌 子丑 貫索 石門 牽牛 鳳閣 車騎 天胡 天堂 天南 順 逆 1 10

1903年2月4日 壬寅 癸丑 癸亥 子丑 石門 貫索 車騎 調舒 石門 天恍 天南 天将 順 逆 1 10

1903年2月5日 癸卯 甲寅 甲子 戌亥 玉堂 貫索 禄存 石門 玉堂 天将 天禄 天恍 逆 順 1 10

1903年2月6日 癸卯 甲寅 乙丑 戌亥 龍高 石門 司禄 貫索 龍高 天禄 天将 天堂 逆 順 1 10

1903年2月7日 癸卯 甲寅 丙寅 戌亥 牽牛 龍高 鳳閣 玉堂 鳳閣 天恍 天貴 天貴 逆 順 1 10

1903年2月8日 癸卯 甲寅 丁卯 戌亥 車騎 玉堂 調舒 龍高 龍高 天胡 天極 天胡 逆 順 2 10

1903年2月9日 癸卯 甲寅 戊辰 戌亥 司禄 車騎 貫索 牽牛 牽牛 天恍 天貴 天南 逆 順 2 9

1903年2月10日 癸卯 甲寅 己巳 戌亥 禄存 牽牛 石門 車騎 調舒 天胡 天極 天将 逆 順 2 9

1903年2月11日 癸卯 甲寅 庚午 戌亥 調舒 禄存 龍高 司禄 玉堂 天報 天馳 天恍 逆 順 3 9

1903年2月12日 癸卯 甲寅 辛未 戌亥 鳳閣 司禄 牽牛 禄存 車騎 天馳 天報 天堂 逆 順 3 8

1903年2月13日 癸卯 甲寅 壬申 戌亥 石門 鳳閣 禄存 調舒 車騎 天極 天胡 天貴 逆 順 3 8

1903年2月14日 癸卯 甲寅 癸酉 戌亥 貫索 調舒 司禄 鳳閣 龍高 天貴 天恍 天胡 逆 順 4 8

1903年2月15日 癸卯 甲寅 甲戌 申酉 玉堂 貫索 鳳閣 石門 調舒 天将 天禄 天印 逆 順 4 7

1903年2月16日 癸卯 甲寅 乙亥 申酉 龍高 石門 調舒 貫索 石門 天禄 天将 天極 逆 順 4 7

1903年2月17日 癸卯 甲寅 丙子 申酉 牽牛 龍高 貫索 玉堂 牽牛 天恍 天貴 天報 逆 順 5 7

1903年2月18日 癸卯 甲寅 丁丑 申酉 車騎 玉堂 石門 龍高 鳳閣 天胡 天極 天庫 逆 順 5 6

1903年2月19日 癸卯 甲寅 戊寅 申酉 司禄 車騎 車騎 牽牛 車騎 天恍 天貴 天貴 逆 順 5 6

1903年2月20日 癸卯 甲寅 己卯 申酉 禄存 牽牛 牽牛 車騎 車騎 天胡 天極 天胡 逆 順 6 6

1903年2月21日 癸卯 甲寅 庚辰 申酉 調舒 禄存 禄存 司禄 龍高 天報 天馳 天印 逆 順 6 5

1903年2月22日 癸卯 甲寅 辛巳 申酉 鳳閣 司禄 司禄 禄存 牽牛 天馳 天報 天極 逆 順 6 5

1903年2月23日 癸卯 甲寅 壬午 申酉 石門 鳳閣 鳳閣 調舒 牽牛 天極 天胡 天報 逆 順 7 5

1903年2月24日 癸卯 甲寅 癸未 申酉 貫索 調舒 調舒 鳳閣 車騎 天貴 天恍 天庫 逆 順 7 4

1903年2月25日 癸卯 甲寅 甲申 午未 玉堂 貫索 貫索 石門 車騎 天将 天禄 天馳 逆 順 7 4

1903年2月26日 癸卯 甲寅 乙酉 午未 龍高 石門 石門 貫索 車騎 天禄 天将 天馳 逆 順 8 4

1903年2月27日 癸卯 甲寅 丙戌 午未 牽牛 龍高 龍高 玉堂 鳳閣 天恍 天貴 天庫 逆 順 8 3

1903年2月28日 癸卯 甲寅 丁亥 午未 車騎 玉堂 玉堂 龍高 牽牛 天胡 天極 天報 逆 順 8 3

1903年3月1日 癸卯 甲寅 戊子 午未 司禄 車騎 車騎 牽牛 司禄 天恍 天貴 天報 逆 順 9 3

1903年3月2日 癸卯 甲寅 己丑 午未 禄存 牽牛 牽牛 車騎 貫索 天胡 天極 天庫 逆 順 9 2

1903年3月3日 癸卯 甲寅 庚寅 午未 調舒 禄存 禄存 司禄 禄存 天報 天馳 天馳 逆 順 9 2

1903年3月4日 癸卯 甲寅 辛卯 午未 鳳閣 司禄 司禄 禄存 禄存 天馳 天報 天馳 逆 順 10 2
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生年月日 年干支 月干支 日干支 天中殺
(北)
頭

(南)
腹

(中央)
胸

(東)
左手

(西)
右手 左肩 左足 右足 男 女

歳運
(男)

歳運
(女)

1903年3月5日 癸卯 甲寅 壬辰 午未 石門 鳳閣 鳳閣 調舒 車騎 天極 天胡 天庫 逆 順 10 1

1903年3月6日 癸卯 甲寅 癸巳 午未 貫索 調舒 調舒 鳳閣 司禄 天貴 天恍 天報 逆 順 10 1

1903年3月7日 癸卯 乙卯 甲午 辰巳 玉堂 石門 石門 石門 司禄 天将 天将 天極 逆 順 1 10

1903年3月8日 癸卯 乙卯 乙未 辰巳 龍高 貫索 貫索 貫索 鳳閣 天禄 天禄 天印 逆 順 1 10

1903年3月9日 癸卯 乙卯 丙申 辰巳 牽牛 玉堂 玉堂 玉堂 鳳閣 天恍 天恍 天胡 逆 順 1 10

1903年3月10日 癸卯 乙卯 丁酉 辰巳 車騎 龍高 龍高 龍高 禄存 天胡 天胡 天貴 逆 順 2 10

1903年3月11日 癸卯 乙卯 戊戌 辰巳 司禄 牽牛 牽牛 牽牛 調舒 天恍 天恍 天庫 逆 順 2 9

1903年3月12日 癸卯 乙卯 己亥 辰巳 禄存 車騎 車騎 車騎 牽牛 天胡 天胡 天報 逆 順 2 9

1903年3月13日 癸卯 乙卯 庚子 辰巳 調舒 司禄 司禄 司禄 調舒 天報 天報 天極 逆 順 3 9

1903年3月14日 癸卯 乙卯 辛丑 辰巳 鳳閣 禄存 禄存 禄存 鳳閣 天馳 天馳 天印 逆 順 3 8

1903年3月15日 癸卯 乙卯 壬寅 辰巳 石門 調舒 調舒 調舒 禄存 天極 天極 天胡 逆 順 3 8

1903年3月16日 癸卯 乙卯 癸卯 辰巳 貫索 鳳閣 鳳閣 鳳閣 鳳閣 天貴 天貴 天貴 逆 順 4 8

1903年3月17日 癸卯 乙卯 甲辰 寅卯 玉堂 石門 石門 石門 玉堂 天将 天将 天堂 逆 順 4 7

1903年3月18日 癸卯 乙卯 乙巳 寅卯 龍高 貫索 貫索 貫索 牽牛 天禄 天禄 天恍 逆 順 4 7

1903年3月19日 癸卯 乙卯 丙午 寅卯 牽牛 玉堂 玉堂 玉堂 調舒 天恍 天恍 天将 逆 順 5 7

1903年3月20日 癸卯 乙卯 丁未 寅卯 車騎 龍高 龍高 龍高 鳳閣 天胡 天胡 天南 逆 順 5 6

1903年3月21日 癸卯 乙卯 戊申 寅卯 司禄 牽牛 牽牛 牽牛 鳳閣 天恍 天恍 天胡 逆 順 5 6

1903年3月22日 癸卯 乙卯 己酉 寅卯 禄存 車騎 車騎 車騎 鳳閣 天胡 天胡 天貴 逆 順 6 6

1903年3月23日 癸卯 乙卯 庚戌 寅卯 調舒 司禄 司禄 司禄 龍高 天報 天報 天堂 逆 順 6 5

1903年3月24日 癸卯 乙卯 辛亥 寅卯 鳳閣 禄存 禄存 禄存 調舒 天馳 天馳 天恍 逆 順 6 5

1903年3月25日 癸卯 乙卯 壬子 寅卯 石門 調舒 調舒 調舒 石門 天極 天極 天将 逆 順 7 5

1903年3月26日 癸卯 乙卯 癸丑 寅卯 貫索 鳳閣 鳳閣 鳳閣 車騎 天貴 天貴 天南 逆 順 7 4

1903年3月27日 癸卯 乙卯 甲寅 子丑 玉堂 石門 石門 石門 貫索 天将 天将 天禄 逆 順 7 4

1903年3月28日 癸卯 乙卯 乙卯 子丑 龍高 貫索 貫索 貫索 貫索 天禄 天禄 天禄 逆 順 8 4

1903年3月29日 癸卯 乙卯 丙辰 子丑 牽牛 玉堂 玉堂 玉堂 鳳閣 天恍 天恍 天南 逆 順 8 3

1903年3月30日 癸卯 乙卯 丁巳 子丑 車騎 龍高 龍高 龍高 石門 天胡 天胡 天将 逆 順 8 3

1903年3月31日 癸卯 乙卯 戊午 子丑 司禄 牽牛 牽牛 牽牛 玉堂 天恍 天恍 天将 逆 順 9 3

1903年4月1日 癸卯 乙卯 己未 子丑 禄存 車騎 車騎 車騎 貫索 天胡 天胡 天南 逆 順 9 2

1903年4月2日 癸卯 乙卯 庚申 子丑 調舒 司禄 司禄 司禄 貫索 天報 天報 天禄 逆 順 9 2

1903年4月3日 癸卯 乙卯 辛酉 子丑 鳳閣 禄存 禄存 禄存 貫索 天馳 天馳 天禄 逆 順 10 2

1903年4月4日 癸卯 乙卯 壬戌 子丑 石門 調舒 調舒 調舒 車騎 天極 天極 天南 逆 順 10 1

1903年4月5日 癸卯 乙卯 癸亥 子丑 貫索 鳳閣 鳳閣 鳳閣 石門 天貴 天貴 天将 逆 順 10 1

1903年4月6日 癸卯 丙辰 甲子 戌亥 玉堂 鳳閣 石門 石門 玉堂 天将 天堂 天恍 逆 順 1 10

1903年4月7日 癸卯 丙辰 乙丑 戌亥 龍高 調舒 貫索 貫索 龍高 天禄 天南 天堂 逆 順 1 10

1903年4月8日 癸卯 丙辰 丙寅 戌亥 牽牛 貫索 玉堂 玉堂 鳳閣 天恍 天南 天貴 逆 順 1 10

1903年4月9日 癸卯 丙辰 丁卯 戌亥 車騎 石門 龍高 龍高 龍高 天胡 天堂 天胡 逆 順 2 10

1903年4月10日 癸卯 丙辰 戊辰 戌亥 司禄 龍高 牽牛 牽牛 牽牛 天恍 天南 天南 逆 順 2 10

1903年4月11日 癸卯 丙辰 己巳 戌亥 禄存 玉堂 車騎 車騎 調舒 天胡 天堂 天将 逆 順 2 9

1903年4月12日 癸卯 丙辰 庚午 戌亥 調舒 車騎 司禄 司禄 玉堂 天報 天印 天恍 逆 順 3 9

1903年4月13日 癸卯 丙辰 辛未 戌亥 鳳閣 牽牛 禄存 禄存 車騎 天馳 天庫 天堂 逆 順 3 9

1903年4月14日 癸卯 丙辰 壬申 戌亥 石門 禄存 調舒 調舒 車騎 天極 天庫 天貴 逆 順 3 8

1903年4月15日 癸卯 丙辰 癸酉 戌亥 貫索 司禄 貫索 鳳閣 龍高 天貴 天印 天胡 逆 順 4 8

1903年4月16日 癸卯 丙辰 甲戌 申酉 玉堂 鳳閣 玉堂 石門 調舒 天将 天堂 天印 逆 順 4 8

1903年4月17日 癸卯 丙辰 乙亥 申酉 龍高 調舒 龍高 貫索 石門 天禄 天南 天極 逆 順 4 7

1903年4月18日 癸卯 丙辰 丙子 申酉 牽牛 貫索 鳳閣 玉堂 牽牛 天恍 天南 天報 逆 順 5 7

1903年4月19日 癸卯 丙辰 丁丑 申酉 車騎 石門 調舒 龍高 鳳閣 天胡 天堂 天庫 逆 順 5 7

1903年4月20日 癸卯 丙辰 戊寅 申酉 司禄 龍高 貫索 牽牛 車騎 天恍 天南 天貴 逆 順 5 6

1903年4月21日 癸卯 丙辰 己卯 申酉 禄存 玉堂 石門 車騎 車騎 天胡 天堂 天胡 逆 順 6 6

1903年4月22日 癸卯 丙辰 庚辰 申酉 調舒 車騎 龍高 司禄 龍高 天報 天印 天印 逆 順 6 6

1903年4月23日 癸卯 丙辰 辛巳 申酉 鳳閣 牽牛 玉堂 禄存 牽牛 天馳 天庫 天極 逆 順 6 5

1903年4月24日 癸卯 丙辰 壬午 申酉 石門 禄存 車騎 調舒 牽牛 天極 天庫 天報 逆 順 7 5

1903年4月25日 癸卯 丙辰 癸未 申酉 貫索 司禄 牽牛 鳳閣 車騎 天貴 天印 天庫 逆 順 7 5

1903年4月26日 癸卯 丙辰 甲申 午未 玉堂 鳳閣 禄存 石門 車騎 天将 天堂 天馳 逆 順 7 4

1903年4月27日 癸卯 丙辰 乙酉 午未 龍高 調舒 司禄 貫索 車騎 天禄 天南 天馳 逆 順 8 4

1903年4月28日 癸卯 丙辰 丙戌 午未 牽牛 貫索 鳳閣 玉堂 鳳閣 天恍 天南 天庫 逆 順 8 4

1903年4月29日 癸卯 丙辰 丁亥 午未 車騎 石門 調舒 龍高 牽牛 天胡 天堂 天報 逆 順 8 3

1903年4月30日 癸卯 丙辰 戊子 午未 司禄 龍高 貫索 牽牛 司禄 天恍 天南 天報 逆 順 9 3

1903年5月1日 癸卯 丙辰 己丑 午未 禄存 玉堂 石門 車騎 貫索 天胡 天堂 天庫 逆 順 9 3

1903年5月2日 癸卯 丙辰 庚寅 午未 調舒 車騎 龍高 司禄 禄存 天報 天印 天馳 逆 順 9 2

1903年5月3日 癸卯 丙辰 辛卯 午未 鳳閣 牽牛 玉堂 禄存 禄存 天馳 天庫 天馳 逆 順 10 2

1903年5月4日 癸卯 丙辰 壬辰 午未 石門 禄存 車騎 調舒 車騎 天極 天庫 天庫 逆 順 10 2

1903年5月5日 癸卯 丙辰 癸巳 午未 貫索 司禄 牽牛 鳳閣 司禄 天貴 天印 天報 逆 順 10 1

1903年5月6日 癸卯 丙辰 甲午 辰巳 玉堂 鳳閣 禄存 石門 調舒 天将 天堂 天極 逆 順 10 1
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