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◆ＪＲ西日本－２０７＆３２１系網干明石車列車運用表【平日運用順】 2006-10-21改正版 ～2007-3-17まで適用
下線は途中で列番が変わったり、区間快速などの運用

時刻については、省略していますので、携帯全国時刻表などで併用してください。 斜体は同志社前系統（３両編成のみ記入） １１３系宮原車
５６３Ｍ A322 ６両

森電放出派：森ノ宮電車区放出派出、吹田高槻：吹田工場高槻派出、網干明石：網干総合車両所明石品質管理センター、京総野洲派：京都総合運転所野洲派出 ５６２Ｍ A322 ６両
※注意点 湖西線の運用は未確認のため、盛り込んでおりません。 ５６５Ｍ A331 ４両
回送列車の列車番号の一部、一部の列車運用は、確認しましたが、実際と違う場合があります。 ５６６Ｍ A331 ４両

平日ダイヤ－４両２０７系第２編成（Ｚ・Ｈ・Ｔ編成） 平日ダイヤ－３両２０７系第１編成（Ｓ編成） 平日ダイヤ－７両２０１＆３２１系＆Ｆ１編成
列車番号 始発 終着 その他 列車番号 始発 終着 併結 その他 列車番号 始発 終着 その他

相手
Ａ０８０１ Ａ０６０１ Ａ０００１

森電放出派 森電放出派 網干明石
４４０５Ｍ 放出 塚口 ４４０５Ｍ 放出 塚口 A0801 １０８Ｃ 西明石 高槻
４４２２Ｍ 塚口 松井山手 ４４２２Ｍ 塚口 松井山手 １２５Ｃ 高槻 西明石
４４５９Ｃ 松井山手 西明石 ４４５９Ｃ 松井山手 西明石 網干明石
網干明石 網干明石 Ａ０００２
Ａ０８０２ Ａ０６０２ 網干明石
網干明石 網干明石 回送 西明石 神戸
４４７０Ｃ 西明石 四条畷 ４４７０Ｃ 西明石 四条畷 A0802 ５０６Ｃ 神戸 京都
４４９９Ｃ 四条畷 西明石 ４４９９Ｃ 四条畷 西明石 １２１Ｃ 京都 西明石
４５１６Ｃ 西明石 松井山手 ４５１６Ｃ 西明石 松井山手 １５６Ｃ 西明石 京都
４５４３Ｃ 松井山手 西明石 ４５４３Ｃ 松井山手 西明石 １６５Ｃ 京都 須磨
４５５６Ｃ 西明石 松井山手 ４５５６Ｃ 西明石 松井山手 １８６Ｃ 須磨 京都
４５９１Ｓ 松井山手 京橋 ４５９１Ｓ 松井山手 京橋 １９５Ｃ 京都 西明石
４５８２Ｓ 京橋 四条畷 ４５８２Ｓ 京橋 四条畷 ２２２Ｃ 西明石 京都
４６０９Ｃ 四条畷 西明石 ４６０９Ｃ 四条畷 西明石 ２３１Ｃ 京都 西明石
４６４２Ｃ 西明石 松井山手 ４６４２Ｃ 西明石 松井山手 網干明石
４６６９Ｍ 松井山手 新三田 ４６６９Ｍ 松井山手 新三田 網干明石
新三田 新三田 回送 西明石 神戸
Ａ０８０３ Ａ０６０３ 神戸
新三田 新三田 Ａ０００３

４４６４Ｍ 新三田 松井山手 ４４６４Ｍ 新三田 松井山手 A0803 神戸
４４９１Ｍ 松井山手 新三田 ４４９１Ｍ 松井山手 新三田 ５０１Ｃ 神戸 西明石
１１５２Ｃ 新三田 高槻 １１５２Ｃ 新三田 高槻 １１８Ｃ 西明石 京都
１１６５Ｃ 高槻 新三田 １１６５Ｃ 高槻 新三田 ５３１Ｃ 京都 尼崎
１１７８Ｃ 新三田 高槻 １１７８Ｃ 新三田 高槻 ５３２Ｃ 尼崎 京都
１１９１Ｃ 高槻 新三田 １１９１Ｃ 高槻 新三田 １６３Ｃ 京都 須磨
１２０４Ｃ 新三田 高槻 １２０４Ｃ 新三田 高槻 １８４Ｃ 須磨 京都
１２１７Ｃ 高槻 新三田 １２１７Ｃ 高槻 新三田 １９３Ｃ 京都 西明石
１２３２Ｃ 新三田 高槻 １２３２Ｃ 新三田 高槻 ２１８Ｃ 西明石 京都
１２４５Ｃ 高槻 新三田 １２４５Ｃ 高槻 新三田 ２２７Ｃ 京都 西明石
新三田 新三田 ２５４Ｃ 西明石 高槻
Ａ０８０４ Ａ０６０４ １２４９Ｃ 高槻 新三田
新三田 新三田 新三田

４４７２Ｍ 新三田 松井山手 ４４７２Ｍ 新三田 松井山手 A0804 Ａ０００４
４５１１Ｃ 松井山手 西明石 ４５１１Ｃ 松井山手 西明石 新三田
４５２２Ｃ 西明石 松井山手 ４５２２Ｃ 西明石 松井山手 １１３４Ｃ 新三田 草津
４５４９Ｃ 松井山手 西明石 ４５４９Ｃ 松井山手 西明石 回送 草津 京都
４５６８Ｃ 西明石 松井山手 ４５６８Ｃ 西明石 松井山手 １５３Ｃ 京都 須磨
４６０３Ｓ 松井山手 京橋 ４６０３Ｓ 松井山手 京橋 １７４Ｃ 須磨 京都
４５９４Ｓ 京橋 四条畷 ４５９４Ｓ 京橋 四条畷 １８３Ｃ 京都 須磨
４６２１Ｃ 四条畷 西明石 ４６２１Ｃ 四条畷 西明石 ２０４Ｃ 須磨 京都
４６４８Ｃ 西明石 四条畷 ４６４８Ｃ 西明石 四条畷 ２１３Ｃ 京都 西明石
回２３３Ｓ 四条畷 放出 回２３３Ｓ 四条畷 放出 ２４０Ｃ 西明石 京都

森電放出派 森電放出派 ２４９Ｃ 京都 西明石
Ａ０８０５ Ａ０６０５ ５３４Ｃ 西明石 大阪

森電放出派 森電放出派 回送 大阪 宮原操
回２１０Ｓ 放出 松井山手 回２１０Ｓ 放出 松井山手 A0805 宮原操
４４４３Ｍ 松井山手 新三田 ４４４３Ｍ 松井山手 新三田 Ａ０００５
４４９０Ｍ 新三田 松井山手 ４４９０Ｍ 新三田 松井山手 宮原操
４５２１Ｃ 松井山手 西明石 ４５２１Ｃ 松井山手 西明石 回送 宮原操 新三田
４５３０Ｃ 西明石 松井山手 ４５３０Ｃ 西明石 松井山手 １１３２Ｃ 新三田 京都
４５５７Ｃ 松井山手 西明石 ４５５７Ｃ 松井山手 西明石 １４３Ｃ 京都 西明石
４５８４Ｃ 西明石 松井山手 ４５８４Ｃ 西明石 松井山手 １７０Ｃ 西明石 京都
回２２３Ｓ 松井山手 放出 回２２３Ｓ 松井山手 放出 １７９Ｃ 京都 須磨

森電放出派 森電放出派 ２００Ｃ 須磨 京都
Ａ０８０６ Ａ０６０６ ２０９Ｃ 京都 西明石

森電放出派 森電放出派 ２３６Ｃ 西明石 京都
回２１２Ｓ 放出 四条畷 回２１２Ｓ 放出 四条畷 A0806 ２４５Ｃ 京都 西明石
４４３１Ｓ 四条畷 京橋 ４４３１Ｓ 四条畷 京橋 ２６８Ｃ 西明石 高槻
４４３４Ｓ 京橋 四条畷 ４４３４Ｓ 京橋 四条畷 吹田高槻
４４５７Ｍ 四条畷 塚口 ４４５７Ｍ 四条畷 塚口 Ａ０００６
４４７４Ｍ 塚口 松井山手 ４４７４Ｍ 塚口 松井山手 吹田高槻
回２１３Ｓ 松井山手 放出 回２１３Ｓ 松井山手 放出 １０３Ｃ 高槻 大久保

森電放出派 森電放出派 １３０Ｃ 大久保 高槻
森電放出派 森電放出派 吹田高槻
回２３４Ｓ 放出 四条畷 回２３４Ｓ 放出 四条畷 Ａ０００７
４５７３Ｃ 四条畷 西明石 ４５７３Ｃ 四条畷 西明石 吹田高槻
４６０８Ｃ 西明石 松井山手 ４６０８Ｃ 西明石 松井山手 １３３Ｃ 高槻 西明石
回２２９Ｓ 松井山手 放出 回２２９Ｓ 松井山手 放出 １６４Ｃ 西明石 京都

森電放出派 森電放出派 １７３Ｃ 京都 須磨
Ａ０８０７ Ａ０６０７ １９４Ｃ 須磨 京都

森電放出派 森電放出派 ２０３Ｃ 京都 西明石
回２１８Ｓ 放出 松井山手 回２１８Ｓ 放出 松井山手 A0807 ２３０Ｃ 西明石 京都
５７６９Ｃ 松井山手 京橋 ５７６９Ｃ 松井山手 京橋 ２３９Ｃ 京都 西明石
４４６９Ｃ 京橋 西明石 ４４６９Ｃ 京橋 西明石 網干明石
４５０６Ｃ 西明石 松井山手 ４５０６Ｃ 西明石 松井山手 Ａ０００８
４５３３Ｃ 松井山手 西明石 ４５３３Ｃ 松井山手 西明石 網干明石
４５４２Ｃ 西明石 松井山手 ４５４２Ｃ 西明石 松井山手 １１２Ｃ 西明石 京都
４５７１Ｓ 松井山手 京橋 ４５７１Ｓ 松井山手 京橋 ５２７Ｃ 京都 尼崎
４５６２Ｓ 京橋 四条畷 ４５６２Ｓ 京橋 四条畷 ５２８Ｃ 尼崎 京都
４５８９Ｃ 四条畷 西明石 ４５８９Ｃ 四条畷 西明石 京都電留１
４６２４Ｃ 西明石 松井山手 ４６２４Ｃ 西明石 松井山手 Ａ０００９
４６５９Ｍ 松井山手 尼崎 ４６５９Ｍ 松井山手 尼崎 京都電留１

回送 尼崎 塚口 回送 尼崎 塚口 １２３Ｃ 京都 西明石
塚口 塚口 １５８Ｃ 西明石 京都

Ａ０８０８ Ａ０６０８ １６７Ｃ 京都 須磨
塚口 宮原操 １８８Ｃ 須磨 京都
回送 塚口 尼崎 回送 宮原操 尼崎 A0808 １９７Ｃ 京都 西明石

４４３６Ｍ 尼崎 松井山手 ４４３６Ｍ 尼崎 松井山手 ２２４Ｃ 西明石 京都
４４７７Ｍ 松井山手 新三田 ４４７７Ｍ 松井山手 新三田 ２３３Ｃ 京都 西明石
新三田 新三田 ２５８Ｃ 西明石 高槻
新三田 新三田 ２６３Ｃ 高槻 西明石

５５０８Ｍ 新三田 京田辺 ５５０８Ｍ 新三田 京田辺 網干明石
４６１９Ｓ 京田辺 京橋 ４６１９Ｓ 京田辺 京橋 Ａ００１０
４６１０Ｓ 京橋 四条畷 ４６１０Ｓ 京橋 四条畷 網干明石
４６３７Ｃ 四条畷 西明石 ４６３７Ｃ 四条畷 西明石 １２８Ｃ 西明石 高槻
４６５６Ｃ 西明石 松井山手 ４６５６Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻

松井山手駅２番 松井山手駅２番 Ａ００１１
Ａ０８０９ Ａ０６０９ 吹田高槻

松井山手駅２番 松井山手駅２番 ５００Ｃ 高槻 京都
４４３３Ｍ 松井山手 新三田 ４４３３Ｍ 松井山手 新三田 A0809 １１１Ｃ 京都 西明石
４４８４Ｍ 新三田 四条畷 ４４８４Ｍ 新三田 四条畷 １３８Ｃ 西明石 高槻

回送 四条畷 放出 回送 四条畷 放出 吹田高槻
森電放出派 森電放出派 Ａ００１２
森電放出派 森電放出派 吹田高槻

回送 放出 京橋 回送 ５１３Ｃ 高槻 尼崎
４５４６Ｓ 京橋 四条畷 ４５４６Ｓ 放出 京橋 ５１４Ｃ 尼崎 京都
４５６９Ｃ 四条畷 西明石 ４５６９Ｃ 京橋 四条畷 １４５Ｃ 京都 西明石
４６０４Ｃ 西明石 松井山手 ４６０４Ｃ 四条畷 西明石 １７２Ｃ 西明石 京都
４６３９Ｓ 松井山手 京橋 ４６３９Ｓ 西明石 松井山手 １８１Ｃ 京都 須磨
４６３０Ｓ 京橋 四条畷 ４６３０Ｓ 松井山手 京橋 ２０２Ｃ 須磨 京都
４６５７Ｃ 四条畷 西明石 ４６５７Ｃ 京橋 四条畷 ２１１Ｃ 京都 西明石
網干明石 網干明石 四条畷 西明石 ２３８Ｃ 西明石 京都

２４７Ｃ 京都 西明石
２７０Ｃ 西明石 高槻

吹田高槻
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列車番号 始発 終着 その他 列車番号 始発 終着 併結 その他 列車番号 始発 終着 その他

相手
Ａ０８１０ Ａ０６１０ Ａ００１３
網干明石 網干明石 吹田高槻
４４７６Ｃ 西明石 四条畷 ４４７６Ｃ 西明石 四条畷 A0810 ５０７Ｃ 高槻 尼崎
４５０３Ｃ 四条畷 西明石 ４５０３Ｃ 四条畷 西明石 ５１０Ｃ 尼崎 京都
４５１８Ｃ 西明石 松井山手 ４５１８Ｃ 西明石 松井山手 ５２９Ｃ 京都 尼崎
４５４５Ｃ 松井山手 西明石 ４５４５Ｃ 松井山手 西明石 ５３０Ｃ 尼崎 高槻
４５６０Ｃ 西明石 松井山手 ４５６０Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻
４５９５Ｓ 松井山手 京橋 ４５９５Ｓ 松井山手 京橋 Ａ００１４
４５８６Ｓ 京橋 四条畷 ４５８６Ｓ 京橋 四条畷 吹田高槻
４６１３Ｃ 四条畷 西明石 ４６１３Ｃ 四条畷 西明石 １２７Ｃ 高槻 西明石
４６４６Ｃ 西明石 松井山手 ４６４６Ｃ 西明石 松井山手 １６０Ｃ 西明石 京都
４６７１Ｍ 松井山手 宝塚 ４６７１Ｍ 松井山手 宝塚 １６９Ｃ 京都 須磨

回１５４０Ｍ 宝塚 北伊丹 回１５４０Ｍ 宝塚 北伊丹 １９０Ｃ 須磨 京都
北伊丹着発２ 北伊丹着発２ １９９Ｃ 京都 西明石

Ａ０８１１ Ａ０６１１ ２２６Ｃ 西明石 京都
北伊丹着発２ 北伊丹着発２ ２３５Ｃ 京都 西明石
回１５２３Ｍ 北伊丹 宝塚 回１５２３Ｍ 北伊丹 宝塚 A0811 ２６０Ｃ 西明石 京都
１１２８Ｃ 宝塚 京都 １１２８Ｃ 宝塚 京都 ５３７Ｃ 京都 大阪
１２９Ｃ 京都 西明石 １２９Ｃ 京都 西明石 大阪駅３番

４５０４Ｃ 西明石 松井山手 ４５０４Ｃ 西明石 松井山手 Ａ００１５
４５３１Ｃ 松井山手 西明石 ４５３１Ｃ 松井山手 西明石 大阪駅３番
４５４０Ｃ 西明石 松井山手 ４５４０Ｃ 西明石 松井山手 回送 大阪 宮原操
４５６７Ｓ 松井山手 京橋 ４５６７Ｓ 松井山手 京橋 回送 宮原操 大阪
４５５８Ｓ 京橋 四条畷 ４５５８Ｓ 京橋 四条畷 ５０２Ｃ 大阪 京都
４５８５Ｃ 四条畷 西明石 ４５８５Ｃ 四条畷 西明石 １１５Ｃ 京都 西明石
４６２０Ｃ 西明石 松井山手 ４６２０Ｃ 西明石 松井山手 １４６Ｃ 西明石 京都
４６５５Ｓ 松井山手 京橋 ４６５５Ｓ 松井山手 京橋 １５９Ｃ 京都 須磨
４６４４Ｓ 京橋 四条畷 ４６４４Ｓ 京橋 四条畷 １８０Ｃ 須磨 京都

四条畷駅１番 四条畷駅１番 １８９Ｃ 京都 西明石
Ａ０８１２ Ａ０６１２ ２１４Ｃ 西明石 京都

四条畷駅１番 四条畷駅１番 ２２３Ｃ 京都 西明石
４４３９Ｓ 四条畷 京橋 ４４３９Ｓ 四条畷 京橋 A0812 ２５０Ｃ 西明石 京都
４４４２Ｓ 京橋 四条畷 ４４４２Ｓ 京橋 四条畷 ２５７Ｃ 京都 西明石
４４６５Ｃ 四条畷 西明石 ４４６５Ｃ 四条畷 西明石 網干明石
網干明石 網干明石 Ａ００１６
Ａ０８１３ Ａ０６１３ 網干明石
網干明石 網干明石 １３４Ｃ 西明石 京都
４４４４Ｃ 西明石 松井山手 ４４４４Ｃ 西明石 松井山手 A0813 １５５Ｃ 京都 須磨
４４８７Ｃ 松井山手 西明石 ４４８７Ｃ 松井山手 西明石 １７６Ｃ 須磨 京都
４５１２Ｃ 西明石 松井山手 ４５１２Ｃ 西明石 松井山手 １８５Ｃ 京都 西明石
４５３９Ｃ 松井山手 西明石 ４５３９Ｃ 松井山手 西明石 ２１０Ｃ 西明石 京都
４５５０Ｃ 西明石 松井山手 ４５５０Ｃ 西明石 松井山手 ２１９Ｃ 京都 西明石
４５８３Ｓ 松井山手 京橋 ４５８３Ｓ 松井山手 京橋 ２４６Ｃ 西明石 京都
４５７４Ｓ 京橋 四条畷 ４５７４Ｓ 京橋 四条畷 ２５３Ｃ 京都 西明石
４６０１Ｃ 四条畷 西明石 ４６０１Ｃ 四条畷 西明石 網干明石
４６３４Ｃ 西明石 松井山手 ４６３４Ｃ 西明石 松井山手
４６６５Ｃ 松井山手 西明石 ４６６５Ｃ 松井山手 西明石
網干明石 網干明石
Ａ０８１４ Ａ０６１４
網干明石 網干明石
４４５４Ｃ 西明石 京田辺 ４４５４Ｃ 西明石 京田辺 A0814
５７９７Ｍ 京田辺 京橋 ５７９７Ｍ 京田辺 京橋
４４９７Ｍ 京橋 新三田 ４４９７Ｍ 京橋 新三田
新三田 新三田
新三田 新三田

５５１２Ｍ 新三田 京田辺 ５５１２Ｍ 新三田 京田辺
４６２７Ｓ 京田辺 京橋 ４６２７Ｓ 京田辺 京橋
４６１８Ｓ 京橋 四条畷 ４６１８Ｓ 京橋 四条畷
４６４５Ｃ 四条畷 西明石 ４６４５Ｃ 四条畷 西明石
４６６０Ｃ 西明石 放出１番 ４６６０Ｃ 西明石 放出１番

放出駅１番 放出駅１番
Ａ０８１５ Ａ０６１５

放出駅１番 放出駅１番
回２００Ｓ 放出１番 四条畷 回２００Ｓ 放出１番 四条畷 A0815
４４０３Ｍ 四条畷 新三田 ４４０３Ｍ 四条畷 新三田
４４５８Ｍ 新三田 四条畷 ４４５８Ｍ 新三田 四条畷
４４８５Ｓ 四条畷 京橋 ４４８５Ｓ 四条畷 京橋
回２２４Ｓ 京橋 放出 回２２４Ｓ 京橋 放出

森電放出派 森電放出派
この枠色列車より分割 この枠色列車より分割

Ａ０８１６ Ａ０６１６
森電放出派 森電放出派
回２１４Ｓ 放出 松井山手 回２１４Ｓ 放出 松井山手 A0816
４４５１Ｍ 松井山手 尼崎 ４４５１Ｍ 松井山手 尼崎

回４４５１Ｍ 尼崎 塚口 回４４５１Ｍ 尼崎 塚口
塚口 塚口
塚口 塚口

回５４４０Ｍ 塚口 尼崎 回５４４０Ｍ 塚口 尼崎
５４４０Ｍ 尼崎 木津 ５４４０Ｍ 尼崎 京田辺
５４５５Ｍ 木津 宝塚 ５４５１Ｍ 京田辺 宝塚 A0833
５４７０Ｍ 宝塚 木津 ５４６６Ｍ 宝塚 京田辺
５４８３Ｍ 木津 宝塚 ５４７５Ｍ 京田辺 宝塚 A0824
５４９８Ｍ 宝塚 木津 ５４９０Ｍ 宝塚 京田辺
５５１１Ｍ 木津 新三田 ５４９９Ｍ 京田辺 篠山口 A0834
５５３２Ｍ 新三田 同志社前 ２７７８Ｍ 篠山口 大阪
５５４３Ｍ 同志社前 新三田 回２７７８Ｍ 大阪 宮原操
新三田 宮原操
Ａ０８１７ Ａ０６１７
新三田 宮原操

４４４０Ｍ 新三田 四条畷 回５６１Ｍ 宮原操 大阪 A0835
４４６１Ｍ 四条畷 新三田 ５６１Ｍ 大阪 新三田
１１４２Ｃ 新三田 高槻 ４４８２Ｍ 新三田 松井山手
１１５５Ｃ 高槻 新三田 ４５１７Ｃ 松井山手 西明石
１１６８Ｃ 新三田 高槻 ４５２６Ｃ 西明石 松井山手
１１８１Ｃ 高槻 新三田 ４５５３Ｃ 松井山手 西明石
１１９４Ｃ 新三田 高槻 ４５７６Ｃ 西明石 松井山手
１２０７Ｃ 高槻 新三田 ４６０２Ｓ 松井山手 京橋

回５５２２Ｍ 新三田 宝塚 ４６１１Ｓ 京橋 四条畷
５５２２Ｍ 宝塚 木津 ４６２９Ｃ 四条畷 西明石
５５３５Ｍ 木津 新三田 網干明石
１２４８Ｃ 新三田 高槻 Ａ０６１８
吹田高槻 ４４６０Ｃ 西明石 松井山手 A0836
Ａ０８１８ ４５０１Ｓ 松井山手 京橋
吹田高槻 回２２８Ｓ 京橋 放出
５１１Ｃ 宝塚 尼崎 森電放出派
５１２Ｃ 尼崎 京都 Ａ０６１９
１３９Ｃ 京都 西明石 森電放出派

網干明石 回２２２Ｓ 放出 松井山手 A0837
網干明石 ５７７９Ｃ 松井山手 京橋
４５３２Ｃ 西明石 松井山手 ４４７９Ｃ 京橋 西明石
４５５９Ｃ 松井山手 西明石 ４５１０Ｃ 西明石 松井山手
４５８８Ｃ 西明石 松井山手 ４５３７Ｃ 松井山手 西明石
４６２３Ｓ 松井山手 京橋 ４５４８Ｃ 西明石 松井山手
４６１４Ｓ 京橋 四条畷 ４５７９Ｓ 松井山手 京橋
４６４１Ｃ 四条畷 西明石 ４５７０Ｓ 京橋 四条畷
網干明石 ４５９７Ｃ 四条畷 西明石

４６３２Ｃ 西明石 松井山手
４６６３Ｃ 松井山手 西明石
網干明石
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相手
Ａ０８１９ Ａ０６２０ Ａ０７０１
網干明石 網干明石 吹田高槻
４４３８Ｃ 西明石 京田辺 ４４４８Ｃ 西明石 四条畷 A0838 ５１９Ｃ 高槻 尼崎
５７８３Ｍ 京田辺 京橋 ４４７１Ｍ 四条畷 尼崎 ５１８Ｃ 尼崎 京都
４４８３Ｍ 京橋 宝塚 回４４７１Ｍ 尼崎 宝塚 １４９Ｃ 京都 西明石
５４４４Ｍ 宝塚 同志社前 ５４３８Ｍ 宝塚 京田辺 網干明石
５４５３Ｍ 同志社前 宝塚 ５４４９Ｍ 京田辺 宝塚 網干明石
５４６８Ｍ 宝塚 同志社前 ５４６４Ｍ 宝塚 京田辺 ２０８Ｃ 西明石 京都
５４７７Ｍ 同志社前 宝塚 ５４７３Ｍ 京田辺 宝塚 ２１７Ｃ 京都 西明石
５４９２Ｍ 宝塚 同志社前 ５４８８Ｍ 宝塚 京田辺 ２４４Ｃ 西明石 京都
５５０１Ｍ 同志社前 宝塚 ５４９７Ｍ 京田辺 宝塚 京都電留（近鉄北側）

回５７０８Ｍ 宝塚 尼崎 ５５１４Ｍ 宝塚 京田辺 Ａ０７０２
５７０８Ｍ 尼崎 同志社前 ５５２３Ｍ 京田辺 篠山口 A0820 京都電留（近鉄北側）
５５２９Ｍ 同志社前 宝塚 ２７８６Ｍ 篠山口 大阪 ５２３Ｃ 京都 尼崎
５５４２Ｍ 宝塚 奈良 回２７８６Ｍ 大阪 宮原操 ５２４Ｃ 尼崎 高槻

回５５４２Ｍ 奈良 佐保信 宮原操 １１４７Ｃ 高槻 新三田
奈良電車区 Ａ０６２１ １１６０Ｃ 新三田 高槻

Ａ０８２０ 宮原操 １１７３Ｃ 高槻 新三田
奈良電車区 回５０５Ｃ １１８６Ｃ 新三田 高槻
回５４２１Ｍ 佐保信 奈良 ５０５Ｃ 宮原操 大阪 A0821 １１９９Ｃ 高槻 新三田
５４２１Ｍ 奈良 新三田 ５０８Ｃ 大阪 甲子園口 １２１４Ｃ 新三田 高槻
５４３４Ｍ 新三田 同志社前 ５２５Ｃ 甲子園口 京都 １２２７Ｃ 高槻 新三田
５４４５Ｍ 同志社前 宝塚 ５２６Ｃ 京都 尼崎 １２４０Ｃ 新三田 京都
５４６０Ｍ 宝塚 同志社前 吹田高槻 尼崎 宝塚 ２６５Ｃ 京都 西明石
５４６９Ｍ 同志社前 宝塚 吹田高槻 網干明石
５４８４Ｍ 宝塚 同志社前 回５７８１Ｍ 高槻 大阪 Ａ０７０３
５４９３Ｍ 同志社前 宝塚 ２７６１Ｍ 大阪 篠山口 網干明石
５５１０Ｍ 宝塚 木津 篠山口 １１０Ｃ 西明石 野洲
５５２３Ｍ 木津 篠山口 Ａ０６２２ １１４１Ｃ 野洲 新三田
２７８６Ｍ 篠山口 大阪 篠山口 １１５４Ｃ 新三田 高槻

回２７８６Ｍ 大阪 宮原操 ５４２４Ｍ 篠山口 京田辺 A0822 １１６７Ｃ 高槻 新三田
宮原操 ５４３５Ｍ 京田辺 宝塚 A0827 １１８０Ｃ 新三田 高槻
Ａ０８２１ ５４５０Ｍ 宝塚 京田辺 １１９３Ｃ 高槻 新三田
宮原操 ５４５９Ｍ 京田辺 宝塚 A0855 １２０６Ｃ 新三田 高槻

回５０５Ｃ 宮原操 大阪 ５４７４Ｍ 宝塚 京田辺 １２１９Ｃ 高槻 新三田
５０５Ｃ 大阪 甲子園口 ５４８３Ｍ 京田辺 宝塚 A0816 １２３４Ｃ 新三田 高槻
５０８Ｃ 甲子園口 京都 ５４９８Ｍ 宝塚 京田辺 １２４７Ｃ 高槻 新三田
５２５Ｃ 京都 尼崎 ５５０７Ｍ 京田辺 篠山口 A0833 新三田
５２６Ｃ 尼崎 宝塚 篠山口 Ａ０７０４

吹田高槻 Ａ０６２３ 新三田
吹田高槻 篠山口 １１３０Ｃ 新三田 高槻

回５７６１Ｍ 高槻 大阪 ５４２８Ｍ 篠山口 京田辺 A0834 ５２１Ｃ 高槻 尼崎
２７６１Ｍ 大阪 篠山口 ５４３９Ｍ 京田辺 宝塚 A0852 ５２２Ｃ 尼崎 京都
篠山口 ５４５４Ｍ 宝塚 京田辺 １５１Ｃ 京都 西明石
Ａ０８２２ ５４６３Ｍ 京田辺 宝塚 A0827 網干明石
篠山口 ５４７８Ｍ 宝塚 京田辺 網干明石

５４２４Ｍ 篠山口 木津 ５４８７Ｍ 京田辺 宝塚 A0855 ２０６Ｃ 西明石 京都
５４３７Ｍ 木津 宝塚 ５５０２Ｍ 宝塚 京田辺 ２１５Ｃ 京都 西明石
５４５２Ｍ 宝塚 同志社前 ５５１１Ｍ 京田辺 新三田 A0816 ２４２Ｃ 西明石 京都
５４６１Ｍ 同志社前 宝塚 ５５３２Ｍ 新三田 京田辺 京都電留２
５４７６Ｍ 宝塚 同志社前 京田辺駅３番 Ａ０７０５
５４８５Ｍ 同志社前 宝塚 Ａ０６２４ 京都電留２
５５００Ｍ 宝塚 同志社前 京田辺駅３番 ５１７Ｃ 京都 尼崎
５５０９Ｍ 同志社前 宝塚 ５７２９Ｃ 京田辺 京橋 A0839 ５１６Ｃ 尼崎 高槻
５５２４Ｍ 宝塚 同志社前 ４７２９Ｃ 京橋 西明石 １４１Ｃ 高槻 西明石
５５３３Ｍ 同志社前 宝塚 １５０Ｃ 西明石 京都 １６８Ｃ 西明石 京都
５５４６Ｍ 宝塚 尼崎 １６１Ｃ 京都 須磨 １７７Ｃ 京都 須磨
５７１０Ｍ 尼崎 京田辺 １８２Ｃ 須磨 京都 １９８Ｃ 須磨 京都
４６７５Ｓ 京田辺 京橋 １９１Ｃ 京都 西明石 ２０７Ｃ 京都 西明石

京橋駅引上 ２１６Ｃ 西明石 京都 ２３４Ｃ 西明石 京都
Ａ０８２３ ２２５Ｃ 京都 西明石 ２４３Ｃ 京都 西明石

京橋駅引上 ２５２Ｃ 西明石 京都 ２６６Ｃ 西明石 高槻
４４０６Ｓ 京橋 木津 京都電留（近鉄南側） 吹田高槻
５４２３Ｍ 木津 篠山口 Ａ０６２５ Ａ０７０６
２７４０Ｍ 篠山口 大阪 京都電留（近鉄南側） 吹田高槻

回２７４０Ｍ 大阪 宮原操 １１７Ｃ 京都 西明石 A0840 ５０９Ｃ 高槻 神戸
宮原操 ４４９２Ｃ 西明石 松井山手 ５２０Ｃ 神戸 高槻
宮原操 回２０７Ｓ 松井山手 放出 吹田高槻

回２７６７Ｍ 宮原操 大阪 森電放出派 吹田高槻
２７６７Ｍ 大阪 篠山口 森電放出派 １２５１Ｃ 高槻 新三田
篠山口 回２３６Ｓ 放出 四条畷 新三田
Ａ０８２４ ４５８１Ｃ 四条畷 西明石 Ａ０７０７
篠山口 ４６１６Ｃ 西明石 松井山手 新三田

５４３２Ｍ 篠山口 木津 ４６５１Ｓ 松井山手 京橋 １１３６Ｃ 新三田 草津
５４４７Ｍ 木津 宝塚 ４６４０Ｓ 京橋 四条畷 回送 草津 野洲
５４６２Ｍ 宝塚 木津 回２３１Ｓ 四条畷 放出 京総野洲派
５４７５Ｍ 木津 宝塚 森電放出派 回送 野洲 草津
５４９０Ｍ 宝塚 木津 Ａ０６２６ ２５１Ｃ 草津 西明石
５５０３Ｍ 木津 新三田 森電放出派 網干明石
１２２２Ｃ 新三田 高槻 回２２０Ｓ 放出 四条畷 A0841 Ａ０７０８
１２３５Ｃ 高槻 新三田 ４４５３Ｓ 四条畷 京橋 網干明石
１２４６Ｃ 新三田 高槻 ４４５６Ｓ 京橋 四条畷 １０６Ｃ 西明石 京都
吹田高槻 ４４８１Ｍ 四条畷 尼崎 １１３１Ｃ 京都 新三田
Ａ０８２５ 回４４８１Ｍ 尼崎 塚口 ５６８Ｍ 新三田 大阪
吹田高槻 塚口５番 回５６８Ｍ 大阪 宮原操
１０１Ｃ 高槻 加古川 塚口５番 宮原操

４４８０Ｃ 加古川 四条畷 回５７０６Ｍ 塚口 尼崎 Ａ０７０９
４５１３Ｓ 四条畷 京橋 ５７０６Ｍ 尼崎 京田辺 宮原操
回２３０Ｓ 京橋 放出 ５５２５Ｍ 京田辺 宝塚 回送 宮原操 新三田

森電放出派 ５５４０Ｍ 宝塚 京田辺 １１４０Ｃ 新三田 高槻
森電放出派 ５５４７Ｓ 京田辺 京橋 A0862 １１４３Ｃ 高槻 新三田
回２２１Ｓ 放出 京橋 回２３８Ｓ 京橋 放出 １１５６Ｃ 新三田 高槻
４５５２Ｓ 京橋 松井山手 森電放出派 １１６９Ｃ 高槻 新三田
４５７７Ｃ 松井山手 西明石 Ａ０６２７ １１８２Ｃ 新三田 高槻
４６１２Ｃ 西明石 松井山手 森電放出派 １１９５Ｃ 高槻 新三田
４６４７Ｓ 松井山手 京橋 ４４２１Ｓ 放出 京橋 A0863 １２１０Ｃ 新三田 高槻
４６３６Ｓ 京橋 四条畷 ４４２６Ｓ 京橋 京田辺 １２２３Ｃ 高槻 新三田
４６６１Ｃ 四条畷 西明石 ５４２９Ｍ 京田辺 篠山口 A0859 １２３６Ｃ 新三田 高槻
網干明石 ２７４２Ｍ 篠山口 大阪 ２５９Ｃ 高槻 西明石
Ａ０８２６ 回２７４２Ｍ 大阪 宮原操 網干明石
網干明石 宮原操 Ａ０７１０
１２６Ｃ 西明石 高槻 宮原操 網干明石

１１３９Ｃ 高槻 塚口 回２７４９Ｍ 宮原操 大阪 ３０１Ｃ 西明石 加古川
塚口４番 ２７４９Ｍ 大阪 篠山口 １４０Ｃ 加古川 京都
塚口４番 回送 篠山口 新三田 １５７Ｃ 京都 須磨

回５７０４Ｍ 塚口 尼崎 １２２４Ｃ 新三田 高槻 １７８Ｃ 須磨 京都
５７０４Ｍ 尼崎 同志社前 １２３７Ｃ 高槻 新三田 １８７Ｃ 京都 西明石
５５２１Ｍ 同志社前 宝塚 ５５４８Ｍ 新三田 京橋 ２１２Ｃ 西明石 京都
５５３６Ｍ 宝塚 木津 ５７１２Ｍ 京橋 松井山手 ２２１Ｃ 京都 西明石
５５４５Ｍ 木津 新三田 回２３７Ｓ 松井山手 長尾 ２４８Ｃ 西明石 京都

新三田駅２番 長尾駅２番 ２５５Ｃ 京都 西明石
Ａ０８２７ Ａ０６２８ 網干明石

新三田駅２番 長尾駅２番 Ａ０７１１
５４２２Ｍ 新三田 木津 ４４１９Ｍ 長尾 新三田 A0860 網干明石
５４３５Ｍ 木津 宝塚 ４４７８Ｍ 新三田 松井山手 １３２Ｃ 西明石 高槻
５４５０Ｍ 宝塚 木津 ４５１５Ｃ 松井山手 西明石 吹田高槻
５４６３Ｍ 木津 宝塚 ４５２４Ｃ 西明石 松井山手
５４７８Ｍ 宝塚 木津 ４５５１Ｃ 松井山手 西明石
５４９１Ｍ 木津 宝塚 ４５７２Ｃ 西明石 松井山手
５５０６Ｍ 宝塚 木津 ４６０７Ｓ 松井山手 京橋
５５１９Ｍ 木津 新三田 ４５９８Ｓ 京橋 四条畷

回１５３０Ｍ 新三田 北伊丹 ４６２５Ｃ 四条畷 西明石
北伊丹電留１ ４６５０Ｃ 西明石 四条畷

四条畷駅４番
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相手
Ａ０８２８ Ａ０６２９ Ａ０７１２

北伊丹電留１ 四条畷駅４番 吹田高槻
回１５２１Ｍ 北伊丹 宝塚 ４４２７Ｓ 四条畷 京橋 A0861 １３１Ｃ 高槻 西明石
４４１２Ｍ 宝塚 木津 ４４３０Ｓ 京橋 松井山手 １６２Ｃ 西明石 京都
５４２５Ｍ 木津 新三田 ４４６７Ｍ 松井山手 新三田 １７１Ｃ 京都 須磨
５４４２Ｍ 新三田 尼崎 １１４４Ｃ 新三田 高槻 １９２Ｃ 須磨 京都
４４９６Ｍ 尼崎 放出 １１５７Ｃ 高槻 新三田 ２０１Ｃ 京都 西明石

森電放出派 １１７０Ｃ 新三田 高槻 ２２８Ｃ 西明石 京都
Ａ０８２９ １１８３Ｃ 高槻 新三田 ２３７Ｃ 京都 西明石

森電放出派 １１９６Ｃ 新三田 高槻 ２６２Ｃ 西明石 京都
森電放出派予備 １２０９Ｃ 高槻 新三田 ５３９Ｃ 京都 西明石
森電放出派 ５５２６Ｍ 新三田 京田辺 網干明石

Ａ０８３０ ５５３５Ｍ 京田辺 新三田 A0817 Ａ０７１３
森電放出派 １２４８Ｃ 新三田 高槻 網干明石

４４２３Ｃ 放出 西明石 吹田高槻 １０５Ｃ 西明石 加古川
４４８６Ｃ 西明石 松井山手 Ａ０６３０ １４４Ｃ 加古川 高槻
４５１９Ｃ 松井山手 西明石 吹田高槻 吹田高槻
４５２８Ｃ 西明石 松井山手 ５１１Ｃ 宝塚 尼崎 A0818 吹田高槻
４５５５Ｃ 松井山手 西明石 ５１２Ｃ 尼崎 京都 １２０５Ｃ 高槻 新三田
４５８０Ｃ 西明石 松井山手 １３９Ｃ 京都 西明石 １２２０Ｃ 新三田 高槻
４６１５Ｓ 松井山手 京橋 網干明石 １２３３Ｃ 高槻 新三田
４６０６Ｓ 京橋 四条畷 網干明石 １２４４Ｃ 新三田 高槻
４６３３Ｃ 四条畷 西明石 ４５３２Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻
４６５２Ｃ 西明石 松井山手 ４５５９Ｃ 松井山手 西明石 Ａ０７１４
回２３９Ｓ 松井山手 放出 ４５８８Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻

森電放出派 ４６２３Ｓ 松井山手 京橋 １１３５Ｃ 高槻 新三田
Ａ０８３１ ４６１４Ｓ 京橋 四条畷 新三田

森電放出派 ４６４１Ｃ 四条畷 西明石 新三田
回２０２Ｓ 放出 四条畷 網干明石 １２１６Ｃ 新三田 高槻
４４０７Ｓ 四条畷 京橋 Ａ０６３１ １２２９Ｃ 高槻 新三田
４４１４Ｓ 京橋 京田辺 網干明石 １２４２Ｃ 新三田 京都
５７４７Ｃ 京田辺 京橋 ４４３８Ｃ 西明石 京田辺 A0819 ５３５Ｃ 京都 大阪
４４４７Ｃ 京橋 西明石 ５７８３Ｍ 京田辺 京橋 入換
４５００Ｃ 西明石 松井山手 ４４８３Ｍ 京橋 宝塚 回送 大阪 宮原操
４５２７Ｃ 松井山手 西明石 ５４４４Ｍ 宝塚 京田辺 宮原操
４５３６Ｃ 西明石 松井山手 ５４５３Ｍ 京田辺 宝塚 Ａ０７１５
４５６３Ｃ 松井山手 西明石 ５４６８Ｍ 宝塚 京田辺 宮原操
４５９６Ｃ 西明石 松井山手 ５４７７Ｍ 京田辺 宝塚 回５０３Ｃ 宮原操 大阪
４６３１Ｓ 松井山手 京橋 ５４９２Ｍ 宝塚 京田辺 ５０３Ｃ 大阪 西明石
４６２２Ｓ 京橋 四条畷 ５５０１Ｍ 京田辺 宝塚 １２０Ｃ 西明石 高槻
４６４９Ｃ 四条畷 西明石 ５７０８Ｍ 宝塚 京田辺 １３７Ｃ 高槻 西明石
網干明石 ５５２９Ｍ 京田辺 宝塚 １６６Ｃ 西明石 京都
Ａ０８３２ ５５４２Ｍ 宝塚 京田辺 １７５Ｃ 京都 須磨
網干明石 ４６７３Ｓ 京田辺 京橋 A0841 １９６Ｃ 須磨 京都
１１６Ｃ 西明石 高槻 ４６６４Ｓ 京橋 放出 ２０５Ｃ 京都 西明石
１３５Ｃ 高槻 西明石 森電放出派 ２３２Ｃ 西明石 京都

網干明石 Ａ０６３２ ２４１Ｃ 京都 西明石
Ａ０８３３ 森電放出派 ２６４Ｃ 西明石 京都
網干明石 ４４１５Ｓ 放出 京橋 A0842 京都駅３番
１１４Ｃ 西明石 高槻 ４４１８Ｓ 京橋 京田辺 Ａ０７１６

１１３３Ｃ 高槻 宝塚 ５７５５Ｃ 京田辺 京橋 京都駅３番
５４３６Ｍ 宝塚 木津 ４４５５Ｃ 京橋 西明石 １１３Ｃ 京都 西明石
５４５１Ｍ 木津 宝塚 ４５０２Ｃ 西明石 松井山手 １４２Ｃ 西明石 高槻
５４６６Ｍ 宝塚 木津 ４５２９Ｃ 松井山手 西明石 吹田高槻
５４７９Ｍ 木津 宝塚 ４５３８Ｃ 西明石 松井山手 Ａ０７１７
５４９４Ｍ 宝塚 木津 ４５６５Ｃ 松井山手 西明石 吹田高槻
５５０７Ｍ 木津 篠山口 ４６００Ｃ 西明石 松井山手 １０９Ｃ 高槻 加古川
篠山口 回２２７Ｓ 松井山手 放出 １４８Ｃ 加古川 高槻
Ａ０８３４ 森電放出派 １１４９Ｃ 高槻 新三田
篠山口 Ａ０６３３ １１６２Ｃ 新三田 高槻

５４２８Ｍ 篠山口 木津 森電放出派 １１７５Ｃ 高槻 新三田
５４４３Ｍ 木津 宝塚 回２０６Ｓ 放出 四条畷 A0843 １１８８Ｃ 新三田 高槻
５４５８Ｍ 宝塚 木津 ４４１７Ｃ 四条畷 西明石 １２０１Ｃ 高槻 新三田
５４７１Ｍ 木津 宝塚 １３６Ｃ 西明石 高槻 １２１８Ｃ 新三田 高槻
５４８６Ｍ 宝塚 木津 吹田高槻 １２３１Ｃ 高槻 新三田
５４９９Ｍ 木津 篠山口 吹田高槻 回送 新三田 北伊丹
２７７８Ｍ 篠山口 大阪 １２３９Ｃ 宝塚 新三田 北伊丹電留１

回２７７８Ｍ 大阪 宮原操 ４６５４Ｍ 新三田 四条畷 Ａ０７１８
宮原操 回２３５Ｓ 四条畷 放出 北伊丹電留１
Ａ０８３５ 森電放出派 回送 北伊丹 新三田
宮原操 Ａ０６３４ １１３８Ｃ 新三田 高槻

回５６１Ｍ 宮原操 大阪 森電放出派 １１４５Ｃ 高槻 新三田
５６１Ｍ 大阪 新三田 ４４０１Ｍ 放出 京橋 A0844 １１５８Ｃ 新三田 高槻

４４８２Ｍ 新三田 松井山手 ４４１０Ｓ 京橋 松井山手 １１７１Ｃ 高槻 新三田
４５１７Ｃ 松井山手 西明石 ４４４１Ｃ 松井山手 西明石 １１８４Ｃ 新三田 高槻
４５２６Ｃ 西明石 松井山手 １５４Ｃ 西明石 高槻 １１９７Ｃ 高槻 新三田
４５５３Ｃ 松井山手 西明石 １１５３Ｃ 高槻 新三田 １２１２Ｃ 新三田 高槻
４５７６Ｃ 西明石 松井山手 １１６６Ｃ 新三田 高槻 １２２５Ｃ 高槻 新三田
４６１１Ｓ 松井山手 京橋 １１７９Ｃ 高槻 新三田 １２３８Ｃ 新三田 京都
４６０２Ｓ 京橋 四条畷 １１９２Ｃ 新三田 宝塚 ２６１Ｃ 京都 西明石
４６２９Ｃ 四条畷 西明石 吹田高槻 網干明石
網干明石 吹田高槻 Ａ０７１９
Ａ０８３６ 回５７５５Ｍ 宝塚 大阪 網干明石
網干明石 ２７５５Ｍ 大阪 篠山口 １２４Ｃ 西明石 高槻
４４６０Ｃ 西明石 松井山手 １２３０Ｃ 篠山口 高槻 １１３７Ｃ 高槻 新三田
４５０１Ｓ 松井山手 京橋 １２４３Ｃ 高槻 新三田 １１５０Ｃ 新三田 高槻
回２２８Ｓ 京橋 放出 ４６６２Ｍ 新三田 四条畷 １１６３Ｃ 高槻 新三田

森電放出派 四条畷駅３番 １１７６Ｃ 新三田 高槻
Ａ０８３７ Ａ０６３５ １１８９Ｃ 高槻 新三田

森電放出派 四条畷駅３番 １２０２Ｃ 新三田 高槻
回２２２Ｓ 放出 松井山手 回２０８Ｓ 四条畷 松井山手 A0845 １２１５Ｃ 高槻 新三田
５７７９Ｃ 松井山手 西明石 ４４２５Ｍ 松井山手 塚口 １２２８Ｃ 新三田 高槻
４４７９Ｃ 西明石 京橋 ４４５０Ｍ 塚口 四条畷 吹田高槻
４５１０Ｃ 京橋 松井山手 ４４７５Ｍ 四条畷 塚口
４５３７Ｃ 松井山手 西明石 塚口６番
４５４８Ｃ 西明石 松井山手 塚口６番
４５７９Ｓ 松井山手 京橋 回５７０２Ｍ 塚口 尼崎
４５７０Ｓ 京橋 四条畷 ５７０２Ｍ 尼崎 京田辺
４５９７Ｃ 四条畷 西明石 ５５１７Ｍ 京田辺 宝塚
４６３２Ｃ 西明石 松井山手 ５５３４Ｍ 宝塚 京田辺
４６６３Ｃ 松井山手 西明石 ５５４１Ｍ 京田辺 新三田 A0856
網干明石 新三田
Ａ０８３８ Ａ０６３６
網干明石 新三田
４４４８Ｃ 西明石 四条畷 １１２６Ｃ 新三田 宝塚 A0857
４４７１Ｍ 四条畷 尼崎 １１９Ｃ 宝塚 西明石

回４４７１Ｍ 尼崎 宝塚 ４４９４Ｃ 西明石 松井山手
５４３８Ｍ 宝塚 同志社前 ４５２３Ｃ 松井山手 西明石
５４４９Ｍ 同志社前 宝塚 網干明石
５４６４Ｍ 宝塚 同志社前 網干明石
５４７３Ｍ 同志社前 宝塚 ２２０Ｃ 西明石 京都
５４８８Ｍ 宝塚 同志社前 ２２９Ｃ 京都 西明石
５４９７Ｍ 同志社前 宝塚 ２５６Ｃ 西明石 高槻
５５１４Ｍ 宝塚 木津 ５３３Ｃ 高槻 大阪
５５２７Ｍ 木津 新三田 回５３３Ｃ 大阪 塚口
５５４４Ｍ 新三田 木津 塚口

木津駅１番
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相手 相手
Ａ０８３９ Ａ０６３７ Ａ０８４７ Ａ０６４５

木津駅１番 塚口 網干明石 森電放出派
５７２９Ｃ 木津 京橋 回４４０８Ｍ 塚口 尼崎 A0858 １２２Ｃ 西明石 京都 森電放出派予備 A0829
４７２９Ｃ 京橋 西明石 ４４０８Ｍ 尼崎 松井山手 １４７Ｃ 京都 西明石 森電放出派
１５０Ｃ 西明石 京都 ４４３５Ｃ 松井山手 西明石 網干明石 Ａ０６４６
１６１Ｃ 京都 須磨 １５２Ｃ 西明石 宝塚 網干明石 森電放出派
１８２Ｃ 須磨 京都 １１５１Ｃ 宝塚 新三田 ４５０８Ｃ 西明石 松井山手 ４４２３Ｃ 放出 西明石 A0830
１９１Ｃ 京都 西明石 １１６４Ｃ 新三田 宝塚 ４５３５Ｃ 松井山手 西明石 ４４８６Ｃ 西明石 松井山手
２１６Ｃ 西明石 京都 １１７７Ｃ 宝塚 新三田 ４５４４Ｃ 西明石 松井山手 ４５１９Ｃ 松井山手 西明石
２２５Ｃ 京都 西明石 １１９０Ｃ 新三田 宝塚 ４５７５Ｓ 松井山手 京橋 ４５２８Ｃ 西明石 松井山手
２５２Ｃ 西明石 京都 １２０３Ｃ 宝塚 新三田 ４５６６Ｓ 京橋 四条畷 ４５５５Ｃ 松井山手 西明石

京都電留（近鉄南側） ５５１８Ｍ 新三田 京田辺 ４５９３Ｃ 四条畷 西明石 ４５８０Ｃ 西明石 松井山手
Ａ０８４０ ５５２７Ｍ 京田辺 新三田 ４６２８Ｃ 西明石 松井山手 ４６１５Ｓ 松井山手 京橋

京都電留（近鉄南側） ５５４４Ｍ 新三田 京田辺 回２３１Ｓ 松井山手 長尾 ４６０６Ｓ 京橋 四条畷
１１７Ｃ 京都 西明石 京田辺駅１番 長尾駅上１番 ４６３３Ｃ 四条畷 西明石

４４９２Ｃ 西明石 松井山手 Ａ０６３８ Ａ０８４８ ４６５２Ｃ 西明石 松井山手
回２０７Ｓ 松井山手 放出 京田辺駅１番 長尾駅上１番 回２３９Ｓ 松井山手 放出

森電放出派 ５４２１Ｍ 京田辺 新三田 A0820 回２０４Ｓ 長尾 松井山手 森電放出派
森電放出派 ５４３４Ｍ 新三田 京田辺 ４４１３Ｍ 松井山手 塚口 Ａ０６４７
回２３６Ｓ 放出 四条畷 ５４４５Ｍ 京田辺 宝塚 ４４３２Ｍ 塚口 京田辺 森電放出派
４５８１Ｃ 四条畷 西明石 ５４６０Ｍ 宝塚 京田辺 ５７７３Ｍ 京田辺 京橋 回２０２Ｓ 放出 四条畷 A0831
４６１６Ｃ 西明石 松井山手 ５４６９Ｍ 京田辺 宝塚 ４４７３Ｍ 京橋 新三田 ４４０７Ｓ 四条畷 京橋
４６５１Ｓ 松井山手 京橋 ５４８４Ｍ 宝塚 京田辺 １１４６Ｃ 新三田 高槻 ４４１４Ｓ 京橋 京田辺
４６４０Ｓ 京橋 四条畷 ５４９３Ｍ 京田辺 宝塚 １１５９Ｃ 高槻 新三田 ５７４７Ｃ 京田辺 京橋
回２３１Ｓ 四条畷 放出 ５５１０Ｍ 宝塚 京田辺 １１７２Ｃ 新三田 高槻 ４４４７Ｃ 京橋 西明石

森電放出派 ５５１９Ｍ 京田辺 新三田 A0827 １１８５Ｃ 高槻 新三田 ４５００Ｃ 西明石 松井山手
Ａ０８４１ 回１５３０Ｍ 新三田 北伊丹 １１９８Ｃ 新三田 高槻 ４５２７Ｃ 松井山手 西明石

森電放出派 北伊丹電留２ １２１１Ｃ 高槻 新三田 ４５３６Ｃ 西明石 松井山手
回２２０Ｓ 放出 四条畷 Ａ０６３９ １２２６Ｃ 新三田 高槻 ４５６３Ｃ 松井山手 西明石
４４５３Ｓ 四条畷 京橋 北伊丹電留２ １２４１Ｃ 高槻 新三田 ４５９６Ｃ 西明石 松井山手
４４５６Ｓ 京橋 四条畷 回１５２１Ｍ 北伊丹 宝塚 A0828 １２５０Ｃ 新三田 京都 ４６２２Ｓ 松井山手 京橋
４４８１Ｍ 四条畷 尼崎 ４４１２Ｍ 宝塚 京田辺 京都駅４番 ４６３１Ｓ 京橋 四条畷

回４４８１Ｍ 尼崎 塚口 ５４２３Ｍ 京田辺 篠山口 A0823 Ａ０８４９ ４６４９Ｃ 四条畷 西明石
塚口５番 ２７４０Ｍ 篠山口 大阪 京都駅４番 網干明石
塚口５番 回２７４０Ｍ 大阪 宮原操 １０７Ｃ 京都 加古川 Ａ０６４８

回５７０６Ｍ 塚口 尼崎 宮原操 ４４８８Ｃ 加古川 四条畷 網干明石
５７０６Ｍ 尼崎 同志社前 宮原操 回２０９Ｓ 四条畷 放出 １１６Ｃ 西明石 高槻 A0832
５５２５Ｍ 同志社前 宝塚 回２７６７Ｍ 宮原操 大阪 森電放出派 １３５Ｃ 高槻 西明石
５５４０Ｍ 宝塚 木津 ２７６７Ｍ 大阪 篠山口 Ａ０８５０ 網干明石
４６７３Ｓ 木津 京橋 篠山口 森電放出派 Ａ０６４９
４６６４Ｓ 京橋 放出 Ａ０６４０ ４４０９Ｍ 放出 宝塚 網干明石

森電放出派 篠山口 ５４２０Ｍ 宝塚 木津 １１４Ｃ 西明石 高槻 A0833
Ａ０８４２ ５４３２Ｍ 篠山口 京田辺 A0824 ５４３３Ｍ 木津 宝塚 １１３３Ｃ 高槻 宝塚

森電放出派 ５４４３Ｍ 京田辺 宝塚 A0834 ５４４８Ｍ 宝塚 同志社前 ５４３６Ｍ 宝塚 京田辺
４４１５Ｓ 放出 京橋 ５４５８Ｍ 宝塚 京田辺 ５４５７Ｍ 同志社前 宝塚 ５４４７Ｍ 京田辺 宝塚 A0824
４４１８Ｓ 京橋 京田辺 ５４６７Ｍ 京田辺 宝塚 A0852 ５４７２Ｍ 宝塚 同志社前 ５４６２Ｍ 宝塚 京田辺
５７５５Ｃ 京田辺 京橋 ５４８２Ｍ 宝塚 京田辺 ５４８１Ｍ 同志社前 宝塚 ５４７１Ｍ 京田辺 宝塚 A0834
４４５５Ｃ 京橋 西明石 ５４９１Ｍ 京田辺 宝塚 A0827 ５４９６Ｍ 宝塚 同志社前 ５４８６Ｍ 宝塚 京田辺
４５０２Ｃ 西明石 松井山手 ５５０６Ｍ 宝塚 京田辺 ５５０５Ｍ 同志社前 宝塚 ５４９５Ｍ 京田辺 新三田 A0852
４５２９Ｃ 松井山手 西明石 ５５１５Ｍ 京田辺 篠山口 A0855 ５５２０Ｍ 宝塚 京田辺 ５５１６Ｍ 新三田 京田辺
４５３８Ｃ 西明石 松井山手 ２７８４Ｍ 篠山口 大阪 ４６４３Ｓ 京田辺 京橋 ４６３５Ｓ 京田辺 京橋
４５６５Ｃ 松井山手 西明石 回２７８４Ｍ 大阪 宮原操 回４６４３Ｍ 京橋 塚口 ４６２６Ｓ 京橋 四条畷
４６００Ｃ 西明石 松井山手 宮原操 塚口 ４６５３Ｃ 四条畷 西明石
回２２７Ｓ 松井山手 放出 宮原操 Ａ０８５１ ５３６Ｃ 西明石 大阪

森電放出派 回２７８１Ｍ 宮原操 大阪 塚口 大阪駅７番
Ａ０８４３ ２７８１Ｍ 大阪 篠山口 回４４１６Ｍ 塚口 尼崎 Ａ０６５０

森電放出派 篠山口 ４４１６Ｍ 尼崎 木津 大阪駅７番
回２０６Ｓ 放出 四条畷 Ａ０６４１ ５４２７Ｍ 木津 宝塚 ５０４Ｃ 大阪 京都 A0853
４４１７Ｃ 四条畷 西明石 篠山口 ５６４Ｍ 宝塚 大阪 ５１５Ｃ 京都 甲子園口
１３６Ｃ 西明石 高槻 ５４３０Ｍ 篠山口 京田辺 A0856 回５６４Ｍ 大阪 宮原操 ４４６６Ｃ 甲子園口 松井山手

吹田高槻 ５４４１Ｍ 京田辺 宝塚 宮原操 ４５０５Ｍ 松井山手 塚口
吹田高槻 ５４５６Ｍ 宝塚 京田辺 宮原操 回２３２Ｍ 塚口 放出
１２３９Ｃ 宝塚 新三田 ５４６５Ｍ 京田辺 宝塚 回２７７７Ｍ 宮原操 大阪 森電放出派
４６５４Ｍ 新三田 四条畷 ５４８０Ｍ 宝塚 京田辺 ２７７７Ｍ 大阪 篠山口 Ａ０６５１
回２３５Ｓ 四条畷 放出 ５４８９Ｍ 京田辺 宝塚 篠山口 森電放出派

森電放出派 ５５０４Ｍ 宝塚 京田辺 Ａ０８５２ 回２１６Ｓ 放出 四条畷 A0854
Ａ０８４４ ５５１３Ｍ 京田辺 宝塚 篠山口 ４４４５Ｓ 四条畷 京橋

森電放出派 ５５３０Ｍ 宝塚 京田辺 ５４２６Ｍ 篠山口 木津 ４４５２Ｓ 京橋 松井山手
４４０１Ｓ 放出 京橋 ５５３９Ｍ 京田辺 宝塚 A0861 ５４３９Ｍ 木津 宝塚 ４４９３Ｃ 松井山手 西明石
４４１０Ｓ 京橋 松井山手 ４６５８Ｍ 宝塚 四条畷 ５４５４Ｍ 宝塚 木津 ４５１４Ｃ 西明石 松井山手
４４４１Ｃ 松井山手 西明石 回２４１Ｓ 四条畷 放出 ５４６７Ｍ 木津 宝塚 ４５４１Ｃ 松井山手 西明石
１５４Ｃ 西明石 高槻 森電放出派 ５４８２Ｍ 宝塚 木津 ４５５４Ｃ 西明石 松井山手

１１５３Ｃ 高槻 新三田 Ａ０６４２ ５４９５Ｍ 木津 新三田 ４５７８Ｓ 松井山手 京橋
１１６６Ｃ 新三田 高槻 森電放出派 ５５１６Ｍ 新三田 京田辺 ４５８７Ｓ 京橋 四条畷
１１７９Ｃ 高槻 新三田 ４４１１Ｍ 放出 尼崎 A0862 ４６３５Ｓ 京田辺 京橋 ４６０５Ｃ 四条畷 西明石
１１９２Ｃ 新三田 宝塚 ４４２８Ｍ 尼崎 四条畷 ４６２６Ｓ 京橋 四条畷 ４６３８Ｃ 西明石 松井山手
吹田高槻 ４４４９Ｍ 四条畷 塚口 ４６５３Ｃ 四条畷 西明石 ４６６７Ｍ 松井山手 新三田
吹田高槻 ４４６８Ｍ 塚口 四条畷 ５３６Ｃ 西明石 大阪 新三田

回５７５５Ｍ 宝塚 大阪 ４４９５Ｓ 四条畷 京橋 大阪駅７番 Ａ０６５２
２７５５Ｍ 大阪 篠山口 回２２６Ｓ 京橋 放出 Ａ０８５３ 新三田 A0855
１２３０Ｃ 篠山口 高槻 森電放出派 大阪駅７番 ４４４６Ｍ 新三田 京田辺
１２４３Ｃ 高槻 新三田 森電放出派 ５０４Ｃ 大阪 京都 ５７８９Ｍ 京田辺 京橋
４６６２Ｍ 新三田 四条畷 回２１９Ｍ 放出 新三田 ５１５Ｃ 京都 甲子園口 ４４８９Ｍ 京橋 尼崎

四条畷駅３番 １２０８Ｃ 新三田 高槻 ４４６６Ｃ 甲子園口 松井山手 回４４８９Ｍ 尼崎 宝塚
Ａ０８４５ １２２１Ｃ 高槻 新三田 ４５０５Ｍ 松井山手 塚口 ５４４６Ｍ 宝塚 京田辺

四条畷駅３番 ５５３８Ｍ 新三田 京田辺 回２３２Ｍ 塚口 放出 ５４５５Ｍ 京田辺 宝塚 A0816
回２０８Ｓ 四条畷 松井山手 ５５４５Ｍ 京田辺 新三田 A0826 森電放出派 ５４７０Ｍ 宝塚 京田辺
４４２５Ｍ 松井山手 塚口 新三田２番 Ａ０８５４ ５４７９Ｍ 京田辺 宝塚 A0833
４４５０Ｍ 塚口 四条畷 Ａ０６４３ 森電放出派 ５４９４Ｍ 宝塚 京田辺
４４７５Ｍ 四条畷 塚口 新三田２番 回２１６Ｓ 放出 四条畷 ５５０３Ｍ 京田辺 新三田 A0824
塚口６番 ５４２２Ｍ 新三田 京田辺 A0827 ４４４５Ｓ 四条畷 京橋 １２２２Ｃ 新三田 高槻
塚口６番 ５４３３Ｍ 京田辺 宝塚 A0850 ４４５２Ｓ 京橋 松井山手 １２３５Ｃ 高槻 新三田

回５７０２Ｍ 塚口 尼崎 ５４４８Ｍ 宝塚 京田辺 ４４９３Ｃ 松井山手 西明石 １２４６Ｃ 新三田 高槻
５７０２Ｍ 尼崎 同志社前 ５４５７Ｍ 京田辺 宝塚 ４５１４Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻
５５１７Ｍ 同志社前 宝塚 ５４７２Ｍ 宝塚 京田辺 ４５４１Ｃ 松井山手 西明石 Ａ０６５３
５５３４Ｍ 宝塚 奈良 ５４８１Ｍ 京田辺 宝塚 ４５５４Ｃ 西明石 松井山手 吹田高槻

回５５３４Ｍ 奈良 佐保信 ５４９６Ｍ 宝塚 京田辺 ４５８７Ｓ 松井山手 京橋 １０１Ｃ 高槻 加古川 A0825
奈良電車区 ５５０５Ｍ 京田辺 宝塚 ４５７８Ｓ 京橋 四条畷 ４４８０Ｃ 加古川 四条畷

Ａ０８４６ ５５２０Ｍ 宝塚 京田辺 ４６０５Ｃ 四条畷 西明石 ４５１３Ｓ 四条畷 京橋
奈良電車区 ４６４３Ｓ 京田辺 京橋 ４６３８Ｃ 西明石 松井山手 回２３０Ｓ 京橋 放出
回５７３７Ｍ 佐保信 奈良 回４６４３Ｍ 京橋 塚口 ４６６７Ｍ 松井山手 新三田 森電放出派
５７３７Ｍ 奈良 京橋 塚口 新三田 森電放出派
４７３７Ｍ 京橋 塚口 Ａ０６４４ Ａ０８５５ 回２２１Ｓ 放出 京橋
４４６２Ｍ 塚口 京田辺 塚口 新三田 ４５５２Ｓ 京橋 松井山手
４５０９Ｃ 京田辺 西明石 回４４１６Ｍ 塚口 尼崎 A0851 ４４４６Ｍ 新三田 京田辺 ４５７７Ｃ 松井山手 西明石
４５２０Ｃ 西明石 松井山手 ４４１６Ｍ 尼崎 京田辺 ５７８９Ｍ 京田辺 京橋 ４６１２Ｃ 西明石 松井山手
４５４７Ｃ 松井山手 西明石 ５４２５Ｍ 京田辺 新三田 A0828 ４４８９Ｍ 京橋 尼崎 ４６３６Ｓ 松井山手 京橋
４５６４Ｃ 西明石 松井山手 ５４４２Ｍ 新三田 尼崎 回４４８９Ｍ 尼崎 宝塚 ４６４７Ｓ 京橋 四条畷
４５９９Ｓ 松井山手 京橋 ４４９６Ｍ 尼崎 放出 ５４４６Ｍ 宝塚 木津 ４６６１Ｃ 四条畷 西明石
４５９０Ｓ 京橋 四条畷 森電放出派 ５４５９Ｍ 木津 宝塚 網干明石
４６１７Ｃ 四条畷 西明石 ５４７４Ｍ 宝塚 木津 Ａ０６５４
網干明石 ５４８７Ｍ 木津 宝塚 網干明石

５５０２Ｍ 宝塚 木津 １２６Ｃ 西明石 高槻 A0826
５５１５Ｍ 木津 篠山口 １１３９Ｃ 高槻 塚口
２７８４Ｍ 篠山口 大阪 塚口４番

回２７８４Ｍ 大阪 宮原操 塚口４番
宮原操 回５７０４Ｍ 塚口 尼崎
宮原操 ５７０４Ｍ 尼崎 京田辺

回２７８１Ｍ 宮原操 大阪 ５５２１Ｍ 京田辺 宝塚
２７８１Ｍ 大阪 篠山口 ５５３６Ｍ 宝塚 京田辺
篠山口 ５５４３Ｍ 京田辺 新三田 A0816

新三田
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相手
Ａ０８５６ Ａ０６５５ Ａ０８６４
篠山口 新三田 宮原操

５４３０Ｍ 篠山口 同志社前 ４４４０Ｍ 新三田 四条畷 A0817 回１５０１Ｃ 宮原操 甲子園口
５４４１Ｍ 同志社前 宝塚 ４４６１Ｍ 四条畷 新三田 ４４２４Ｃ 甲子園口 京田辺
５４５６Ｍ 宝塚 同志社前 １１４２Ｃ 新三田 高槻 ５７６３Ｍ 京田辺 京橋
５４６５Ｍ 同志社前 宝塚 １１５５Ｃ 高槻 新三田 ４４６３Ｍ 京橋 塚口
５４８０Ｍ 宝塚 同志社前 １１６８Ｃ 新三田 高槻 塚口
５４８９Ｍ 同志社前 宝塚 １１８１Ｃ 高槻 新三田 塚口
５５０４Ｍ 宝塚 同志社前 １１９４Ｃ 新三田 高槻 回４４９８Ｍ 塚口 尼崎
５５１３Ｍ 同志社前 宝塚 １２０７Ｃ 高槻 新三田 ４４９８Ｍ 尼崎 松井山手
５５３０Ｍ 宝塚 木津 ５５２２Ｍ 新三田 宝塚 ４５２５Ｃ 松井山手 西明石
５５４１Ｍ 木津 新三田 ５５３１Ｍ 京田辺 新三田 A0858 ４５３４Ｃ 西明石 松井山手
新三田 新三田 ４５６１Ｃ 松井山手 西明石
Ａ０８５７ Ａ０６５６ ４５９２Ｃ 西明石 松井山手
新三田 新三田 回２２５Ｓ 松井山手 放出
１１２６Ｃ 新三田 宝塚 ４４２０Ｍ 新三田 京田辺 A0859 森電放出派
１１９Ｃ 宝塚 西明石 ５４２７Ｍ 京田辺 宝塚 A0851

４４９４Ｃ 西明石 松井山手 ５６４Ｍ 宝塚 大阪
４５２３Ｃ 松井山手 西明石 回５６４Ｍ 大阪 宮原操
網干明石 宮原操
網干明石 宮原操
２２０Ｃ 西明石 京都 回２７７７Ｍ 宮原操 大阪
２２９Ｃ 京都 西明石 ２７７７Ｍ 大阪 篠山口
２５６Ｃ 西明石 高槻 篠山口
５３３Ｃ 高槻 大阪 Ａ０６５７

回５３３Ｃ 大阪 塚口 篠山口
塚口 ５４２６Ｍ 篠山口 京田辺 A0852

Ａ０８５８ ５４３７Ｍ 京田辺 宝塚 A0822
塚口 ５４５２Ｍ 宝塚 京田辺

回４４０８Ｍ 塚口 尼崎 ５４６１Ｍ 京田辺 宝塚
４４０８Ｍ 尼崎 松井山手 ５４７６Ｍ 宝塚 京田辺
４４３５Ｃ 松井山手 西明石 ５４８５Ｍ 京田辺 宝塚
１５２Ｃ 西明石 高槻 ５５００Ｍ 宝塚 京田辺

１１５１Ｃ 高槻 新三田 ５５０９Ｍ 京田辺 宝塚
１１６４Ｃ 新三田 高槻 ５５２４Ｍ 宝塚 京田辺
１１７７Ｃ 高槻 新三田 ５５３３Ｍ 京田辺 宝塚
１１９０Ｃ 新三田 高槻 ５５４６Ｍ 宝塚 京田辺
１２０３Ｃ 高槻 新三田 ４６７５Ｓ 京田辺 京橋
５５１８Ｍ 新三田 木津 京橋駅引上
５５３１Ｍ 木津 新三田 Ａ０６５８
新三田 京橋駅引上
Ａ０８５９ ４４０６Ｓ 京橋 京田辺 A0823
新三田 ５７３７Ｍ 京田辺 京橋 A0846

４４２０Ｍ 新三田 木津 ４７３７Ｍ 京橋 塚口
５４２９Ｍ 木津 篠山口 ４４６２Ｍ 塚口 京田辺
２７４２Ｍ 篠山口 大阪 ４５０９Ｃ 京田辺 西明石

回２７４２Ｍ 大阪 宮原操 ４５２０Ｃ 西明石 松井山手
宮原操 ４５４７Ｃ 松井山手 西明石
宮原操 ４５６４Ｃ 西明石 松井山手

回２７４９Ｍ 宮原操 大阪 ４５９９Ｓ 松井山手 京橋
２７４９Ｍ 大阪 篠山口 ４５９０Ｓ 京橋 四条畷

回送 篠山口 新三田 ４６１７Ｃ 四条畷 西明石
１２２４Ｃ 新三田 高槻 網干明石
１２３７Ｃ 高槻 新三田 Ａ０６５９
５５４８Ｍ 新三田 京橋 網干明石
５７１２Ｍ 京橋 松井山手 １２２Ｃ 西明石 京都 A0847
回２３７Ｓ 松井山手 長尾 １４７Ｃ 京都 西明石

長尾駅２番 網干明石
Ａ０８６０ 網干明石

長尾駅２番 ４５０８Ｃ 西明石 松井山手
４４１９Ｍ 長尾 新三田 ４５３５Ｃ 松井山手 西明石
４４７８Ｍ 新三田 松井山手 ４５４４Ｃ 西明石 松井山手
４５１５Ｃ 松井山手 西明石 ４５７５Ｓ 松井山手 京橋
４５２４Ｃ 西明石 松井山手 ４５６６Ｓ 京橋 四条畷
４５５１Ｃ 松井山手 西明石 ４５９３Ｃ 四条畷 西明石
４５７２Ｃ 西明石 松井山手 ４６２８Ｃ 西明石 松井山手
４６０７Ｓ 松井山手 京橋 回２３１Ｓ 松井山手 長尾
４５９８Ｓ 京橋 四条畷 長尾駅上１番
４６２５Ｃ 四条畷 西明石 Ａ０６６０
４６５０Ｃ 西明石 四条畷 長尾駅上１番

四条畷駅４番 回２０４Ｓ 長尾 松井山手 A0848
Ａ０８６１ ４４１３Ｍ 松井山手 塚口

四条畷駅４番 ４４３２Ｍ 塚口 京田辺
４４２７Ｓ 四条畷 京橋 ５７７３Ｍ 京田辺 京橋
４４３０Ｓ 京橋 松井山手 ４４７３Ｍ 京橋 新三田
４４６７Ｍ 松井山手 新三田 １１４６Ｃ 新三田 高槻
１１４４Ｃ 新三田 高槻 １１５９Ｃ 高槻 新三田
１１５７Ｃ 高槻 新三田 １１７２Ｃ 新三田 高槻
１１７０Ｃ 新三田 高槻 １１８５Ｃ 高槻 新三田
１１８３Ｃ 高槻 新三田 １１９８Ｃ 新三田 高槻
１１９６Ｃ 新三田 高槻 １２１１Ｃ 高槻 新三田
１２０９Ｃ 高槻 新三田 １２２６Ｃ 新三田 高槻
５５２６Ｍ 新三田 木津 １２４１Ｃ 高槻 新三田
５５３９Ｍ 木津 宝塚 １２５０Ｃ 新三田 京都
４６５８Ｍ 宝塚 四条畷 京都駅４番
回２４１Ｓ 四条畷 放出 Ａ０６６１

森電放出派 京都駅４番
Ａ０８６２ １０７Ｃ 京都 加古川 A0849

森電放出派 ４４８８Ｃ 加古川 四条畷
４４１１Ｍ 放出 尼崎 回２０９Ｓ 四条畷 放出
４４２８Ｍ 尼崎 四条畷 森電放出派
４４４９Ｍ 四条畷 塚口 Ａ０６６２
４４６８Ｍ 塚口 四条畷 森電放出派
４４９５Ｓ 四条畷 京橋 ４４０９Ｍ 放出 宝塚 A0850
回２２６Ｓ 京橋 放出 ５４２０Ｍ 宝塚 京田辺

森電放出派 ５４３１Ｍ 京田辺 新三田 A0863
森電放出派 １１４８Ｃ 新三田 高槻
回２１９Ｍ 放出 新三田 １１６１Ｃ 高槻 新三田
１２０８Ｃ 新三田 高槻 １１７４Ｃ 新三田 高槻
１２２１Ｃ 高槻 新三田 １１８７Ｃ 高槻 新三田
５５３８Ｍ 新三田 同志社前 １２００Ｃ 新三田 高槻
５５４７Ｓ 同志社前 京橋 １２１３Ｃ 高槻 新三田
回２３８Ｓ 京橋 放出 ５５２８Ｍ 新三田 京田辺

森電放出派 ５５３７Ｍ 京田辺 宝塚
Ａ０８６３ 回１５３４Ｍ 宝塚 宮原操

森電放出派 宮原操
４４２１Ｓ 放出 京橋 Ａ０６６３
４４２６Ｓ 京橋 木津 宮原操
５４３１Ｍ 木津 新三田 回１５０１Ｃ 宮原操 甲子園口 A0864
１１４８Ｃ 新三田 高槻 ４４２４Ｃ 甲子園口 京田辺
１１６１Ｃ 高槻 新三田 ５７６３Ｍ 京田辺 京橋
１１７４Ｃ 新三田 高槻 ４４６３Ｍ 京橋 塚口
１１８７Ｃ 高槻 新三田 塚口
１２００Ｃ 新三田 高槻 塚口
１２１３Ｃ 高槻 新三田 ４４９８Ｍ 塚口 尼崎
５５２８Ｍ 新三田 同志社前 ４５２５Ｃ 尼崎 松井山手
５５３７Ｍ 同志社前 宝塚 ４５３４Ｃ 松井山手 西明石

回１５３４Ｍ 宝塚 宮原操 ４５６１Ｃ 西明石 松井山手
宮原操 ４５９２Ｃ 松井山手 西明石

回２２５Ｓ 西明石 松井山手
森電放出派 松井山手 放出
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