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◆運用番号順（平日） ◆出区カ所順（平日）
２０７系４両 ２０７系３両 ２０７＆３２１系７両固定 ２０７系４両 ２０７系３両 ２０７＆３２１系７両固定

A0801 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ A0601 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ A0001 新三田 西明石-明石品管セ 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ A0801 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0602 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0002
A0802 明石品管セ-西明石 篠山口 A0602 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0002 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 篠山口 A0802 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0622 明石品管セ-西明石 神戸 A0003
A0803 篠山口 新三田 A0603 吹田高槻派-高槻 森電放出派 A0003 明石品管セ-西明石 神戸 明石品管セ-西明石 北伊丹着発２番 A0811 明石品管セ-西明石 新三田 A0623 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0005
A0804 新三田 北伊丹電留１ A0604 森電放出派-放出 松井山手２番 A0004 神戸 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 新三田 A0813 明石品管セ-西明石 放出-森電放出派 A0629 明石品管セ-西明石 京都電留１番 A0007
A0805 北伊丹電留２ 放出-森電放出派 A0605 松井山手２番 放出-森電放出派 A0005 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 明石品管セ-西明石 放出-森電放出派 A0818 明石品管セ-西明石 長尾上１番 A0634 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0013
A0806 森電放出派 篠山口 A0606 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0006 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0834 明石品管セ-西明石 北伊丹着発２番 A0643 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 A0014
A0807 篠山口 高槻-吹田高槻派 A0607 森電放出派-放出 大阪-宮原操 A0007 明石品管セ-西明石 京都電留１番 明石品管セ-西明石 新三田 A0835 明石品管セ-西明石 新三田 A0645 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0017
A0808 吹田高槻派-高槻 森電放出派 A0608 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 A0008 京都電留１番 高槻-吹田高槻派 明石品管セ-西明石 長尾上１番 A0840 北伊丹着発２番 西明石-明石品管セ A0644 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0018
A0809 森電放出派-放出 新三田 A0609 吹田高槻派-高槻 京田辺１番 A0009 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 北伊丹着発２番 西明石-明石品管セ A0812 北伊丹電留１ 新三田 A0616 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0023
A0810 新三田 西明石-明石品管セ A0610 京田辺１番 北伊丹電留２ A0010 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 北伊丹電留１ 放出-森電放出派 A0820 北伊丹電留２ 篠山口 A0611 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 A0026
A0811 明石品管セ-西明石 北伊丹着発２番 A0611 北伊丹電留２ 篠山口 A0011 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 北伊丹電留２ 放出-森電放出派 A0805 京田辺１番 北伊丹電留２ A0610 明石品管セ-西明石 新三田 A0029
A0812 北伊丹着発２番 西明石-明石品管セ A0612 篠山口 京田辺３番 A0012 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 京都３－４番 篠山口 A0816 京田辺３番 京都電留近鉄南 A0613 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 A0031
A0813 明石品管セ-西明石 新三田 A0613 京田辺３番 京都電留近鉄南 A0013 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 京都４番 放出-森電放出派 A0843 京都３－４番 篠山口 A0648 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0035
A0814 新三田 放出-森電放出派 A0614 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 A0014 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 京都電留２番 塚口 A0832 京都４番 放出-森電放出派 A0637 明石品管セ-西明石 新三田２番 A0036
A0815 森電放出派-放出 京都３番 A0615 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ A0015 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 京都電留近鉄北 四条畷１番 A0848 京都電留２番 塚口 A0620 大阪８番 西明石-明石品管セ A0022
A0816 京都３－４番 篠山口 A0616 北伊丹電留１ 新三田 A0016 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 京都電留近鉄南 放出-森電放出派 A0858 京都電留２番 四条畷１番 A0653 京都電留１番 高槻-吹田高槻派 A0008
A0817 篠山口 西明石-明石品管セ A0617 新三田 放出１（上本） A0017 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 京橋駅引上 篠山口 A0851 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 A0614 神戸 西明石-明石品管セ A0004
A0818 明石品管セ-西明石 放出-森電放出派 A0618 放出１（上本） 放出-森電放出派 A0018 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 篠山口 新三田 A0803 京橋駅引上 大阪-宮原操 A0650 新三田 西明石-明石品管セ A0001
A0819 森電放出派-放出 北伊丹電留１ A0619 森電放出派-放出 京都電留２番 A0019 吹田高槻派-高槻 大阪-宮原操 篠山口 高槻-吹田高槻派 A0807 篠山口 京田辺３番 A0612 新三田 大阪８番 A0021
A0820 北伊丹電留１ 放出-森電放出派 A0620 京都電留２番 塚口 A0020 宮原操-大阪 新三田 篠山口 西明石-明石品管セ A0817 篠山口 京橋駅引上 A0649 新三田 西明石-明石品管セ A0025
A0821 森電放出派-放出 松井山手２番 A0621 塚口 西明石-明石品管セ A0021 新三田 大阪８番 篠山口 京橋駅引上 A0850 篠山口 篠山口 A0655 新三田 西明石-明石品管セ A0030
A0822 松井山手２番 放出-森電放出派 A0622 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0022 大阪８番 西明石-明石品管セ 篠山口 大阪-宮原操 A0852 篠山口 篠山口 A0656 新三田２番 新三田 A0037
A0823 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0623 明石品管セ-西明石 新三田 A0023 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 四条畷１番 篠山口 A0849 篠山口 放出-森電放出派 A0657 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ A0006
A0824 森電放出派-放出 新三田 A0624 新三田 森電放出派 A0024 吹田高槻派-高槻 新三田 四条畷３番 西明石-明石品管セ A0839 四条畷１番 篠山口 A0654 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 A0009
A0825 新三田 高槻-吹田高槻派 A0625 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 A0025 新三田 西明石-明石品管セ 四条畷４番 四条畷３番 A0838 四条畷３番 西明石-明石品管セ A0633 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 A0010
A0826 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 A0626 吹田高槻派-高槻 塚口 A0026 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 新三田 北伊丹電留１ A0804 四条畷４番 四条畷３番 A0632 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ A0012
A0827 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 A0627 塚口 森電放出派 A0027 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 新三田 西明石-明石品管セ A0810 新三田 放出１（上本） A0617 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ A0016
A0828 吹田高槻派-高槻 塚口 A0628 森電放出派 西明石-明石品管セ A0028 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 新三田 放出-森電放出派 A0814 新三田 森電放出派 A0624 吹田高槻派-高槻 大阪-宮原操 A0019
A0829 塚口 放出１（上本） A0629 明石品管セ-西明石 放出-森電放出派 A0029 明石品管セ-西明石 新三田 新三田 高槻-吹田高槻派 A0825 新三田 塚口 A0639 吹田高槻派-高槻 新三田 A0024
A0830 放出１（上本） 放出-森電放出派 A0630 森電放出派-放出 長尾２番 A0030 新三田 西明石-明石品管セ 新三田 長尾２番 A0836 新三田 西明石-明石品管セ A0642 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ A0028
A0831 森電放出派-放出 京都電留２番 A0631 長尾２番 四条畷４番 A0031 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 吹田高槻派-高槻 森電放出派 A0808 新三田 放出-森電放出派 A0646 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 A0032
A0832 京都電留２番 塚口 A0632 四条畷４番 四条畷３番 A0032 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 A0826 吹田高槻派-高槻 森電放出派 A0603 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 A0033
A0833 塚口 西明石-明石品管セ A0633 四条畷３番 西明石-明石品管セ A0033 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 吹田高槻派-高槻 塚口 A0828 吹田高槻派-高槻 京田辺１番 A0609 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ A0034
A0834 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ A0634 明石品管セ-西明石 長尾上１番 A0034 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 塚口 放出１（上本） A0829 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ A0615 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 A0015
A0835 明石品管セ-西明石 新三田 A0635 長尾上１番 放出-森電放出派 A0035 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 塚口 西明石-明石品管セ A0833 吹田高槻派-高槻 塚口 A0626 宮原操-大阪 新三田 A0020
A0836 新三田 長尾２番 A0636 森電放出派-放出 京都４番 A0036 明石品管セ-西明石 新三田２番 塚口 奈良-佐保信 A0860 塚口 西明石-明石品管セ A0621 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 A0027
A0837 長尾２番 四条畷４番 A0637 京都４番 放出-森電放出派 A0037 新三田２番 新三田 長尾２番 四条畷４番 A0837 塚口 森電放出派 A0627 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 A0011
A0838 四条畷４番 四条畷３番 A0638 森電放出派-放出 新三田 長尾上１番 放出-森電放出派 A0841 塚口 放出-森電放出派 A0640
A0839 四条畷３番 西明石-明石品管セ A0639 新三田 塚口 佐保信-奈良 大阪-宮原操 A0845 長尾２番 四条畷４番 A0631
A0840 明石品管セ-西明石 長尾上１番 A0640 塚口 放出-森電放出派 佐保信-奈良 大阪-宮原操 A0861 長尾上１番 放出-森電放出派 A0635
A0841 長尾上１番 放出-森電放出派 A0641 森電放出派-放出 新三田 放出１（上本） 放出-森電放出派 A0830 放出１（上本） 放出-森電放出派 A0618
A0842 森電放出派-放出 京都４番 A0642 新三田 西明石-明石品管セ 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 A0847 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 A0608
A0843 京都４番 放出-森電放出派 A0643 明石品管セ-西明石 北伊丹着発２番 宮原操-大阪 放出-森電放出派 A0853 宮原操-大阪 京都電留２番 A0652
A0844 森電放出派-放出 奈良-佐保信 A0644 北伊丹着発２番 西明石-明石品管セ 宮原操-大阪 放出-森電放出派 A0862 宮原操-大阪 放出-森電放出派 A0661
A0845 佐保信-奈良 大阪-宮原操 A0645 明石品管セ-西明石 新三田 宮原操-大阪 大阪-宮原操 A0846 宮原操-大阪 大阪-宮原操 A0651
A0846 宮原操-大阪 大阪-宮原操 A0646 新三田 放出-森電放出派 森電放出派 篠山口 A0806 森電放出派 西明石-明石品管セ A0628
A0847 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 A0647 森電放出派-放出 京都３番 森電放出派-放出 新三田 A0809 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ A0601
A0848 京都電留近鉄北 四条畷１番 A0648 京都３－４番 篠山口 森電放出派-放出 京都３番 A0815 森電放出派-放出 松井山手２番 A0604
A0849 四条畷１番 篠山口 A0649 篠山口 京橋駅引上 森電放出派-放出 北伊丹電留１ A0819 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0606
A0850 篠山口 京橋駅引上 A0650 京橋駅引上 大阪-宮原操 森電放出派-放出 松井山手２番 A0821 森電放出派-放出 大阪-宮原操 A0607
A0851 京橋駅引上 篠山口 A0651 宮原操-大阪 大阪-宮原操 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0823 森電放出派-放出 京都電留２番 A0619
A0852 篠山口 大阪-宮原操 A0652 宮原操-大阪 京都電留２番 森電放出派-放出 新三田 A0824 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 A0625
A0853 宮原操-大阪 放出-森電放出派 A0653 京都電留２番 四条畷１番 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 A0827 森電放出派-放出 長尾２番 A0630
A0854 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0654 四条畷１番 篠山口 森電放出派-放出 京都電留２番 A0831 森電放出派-放出 京都４番 A0636
A0855 森電放出派-放出 予備 A0655 篠山口 篠山口 森電放出派-放出 京都４番 A0842 森電放出派-放出 新三田 A0638
A0856 森電放出派-放出 木津１番 A0656 篠山口 篠山口 森電放出派-放出 奈良-佐保信 A0844 森電放出派-放出 新三田 A0641
A0857 木津１番 京都電留近鉄南 A0657 篠山口 放出-森電放出派 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0854 森電放出派-放出 京都３番 A0647
A0858 京都電留近鉄南 放出-森電放出派 A0658 森電放出派-放出 放出-森電放出派 森電放出派-放出 予備 A0855 森電放出派-放出 放出-森電放出派 A0658
A0859 森電放出派-放出 塚口 A0659 森電放出派-放出 予備 森電放出派-放出 木津１番 A0856 森電放出派-放出 予備 A0659
A0860 塚口 奈良-佐保信 A0660 森電放出派-放出 大阪-宮原操 森電放出派-放出 塚口 A0859 森電放出派-放出 大阪-宮原操 A0660
A0861 佐保信-奈良 大阪-宮原操 A0661 宮原操-大阪 放出-森電放出派 松井山手２番 放出-森電放出派 A0822 松井山手２番 放出-森電放出派 A0605
A0862 宮原操-大阪 放出-森電放出派 木津１番 京都電留近鉄南 A0857

◆運用番号順（平日・土休日共に同じ） ◆運用番号順（平日・土休日共に同じ）
２２１系４両 ２２１系６、８両 ２２３系４両（宮原車） ２２１系４両 ２２１系６、８両

A0501 福知山 篠山口 A0406 米原 新三田 A0510 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 篠山口 A0502 新三田 新三田 A0407
A0502 篠山口 篠山口 A0407 新三田 新三田 A0511 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 福知山 A0503 新三田 新三田 A0408
A0503 篠山口 福知山 A0408 新三田 新三田 A0512 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 奈良-佐保信 A0509 新三田 新三田 A0409
A0504 福知山 大阪-宮原操 A0409 新三田 新三田 A0513 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 福知山 A0518 新三田 大阪-宮原操 A0410
A0505 宮原操-大阪 福知山 A0410 新三田 大阪-宮原操 A0514 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0510 米原 新三田 A0406
A0506 福知山 大阪-宮原操 A0411 宮原操-大阪 米原 A0515 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0511 宮原操-大阪 米原 A0411
A0507 宮原操-大阪 大阪-宮原操 A0516 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0512
A0508 宮原操-大阪 篠山口 A0445 網干 大阪-宮原操 A0517 佐保信-奈良 篠山口 佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0513 網干 大阪-宮原操 A0445
A0509 篠山口 奈良-佐保信 A0518 篠山口 福知山 佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0514

佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0515
佐保信-奈良 奈良-佐保信 A0516
佐保信-奈良 篠山口 A0517
福知山 篠山口 A0501

上記は平日の場合です。土休日は異なっています。（２０７系のみ） 福知山 大阪-宮原操 A0504
十分に確認していますが、異なった箇所である場合があります。 福知山 大阪-宮原操 A0506

宮原操-大阪 福知山 A0505
宮原操-大阪 大阪-宮原操 A0507
宮原操-大阪 篠山口 A0508
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◆運用番号順（土休日） ◆出区カ所順（土休日）
２０７系４両 ２０７系３両 ２０７＆３２１系７両固定 ２０７系４両 ２０７系３両 ２０７＆３２１系７両固定

C0801 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ C0601 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ C0001 新三田 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 新三田 C0802 明石品管セ-西明石 新三田 C0602 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0002
C0802 明石品管セ-西明石 新三田 C0602 明石品管セ-西明石 新三田 C0002 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0814 明石品管セ-西明石 新三田 C0611 明石品管セ-西明石 神戸 C0003
C0803 新三田 篠山口 C0603 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0003 明石品管セ-西明石 神戸 明石品管セ-西明石 四条畷１番 C0815 明石品管セ-西明石 京都（電留１奥） C0636 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 C0005
C0804 篠山口 木津１番 C0604 森電放出派予備 C0004 神戸 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 新三田２番 C0845 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0642 明石品管セ-西明石 京都（電留２） C0007
C0805 木津１番 四条畷４番 C0605 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0005 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 明石品管セ-西明石 京都（電留１奥） C0853 明石品管セ-西明石 四条畷１番 C0643 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0013
C0806 四条畷４番 塚口５／６ C0606 森電放出派予備 C0006 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 明石品管セ-西明石 長尾２番 C0857 明石品管セ-西明石 長尾２番 C0656 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 C0014
C0807 塚口５／６ 放出-森電放出派 C0607 森電放出派予備 C0007 明石品管セ-西明石 京都（電留２） 明石品管セ-西明石 長尾上１番 C0859 明石品管セ-西明石 長尾上１番 C0658 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0017
C0808 森電放出派-放出 塚口４番 C0608 森電放出派予備 C0008 京都（電留２） 高槻-吹田高槻派 北伊丹着発２番 放出-森電放出派 C0861 北伊丹着発２番 放出-森電放出派 C0660 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 C0018
C0809 塚口４番 放出-森電放出派 C0609 森電放出派-放出 放出１番 C0009 吹田高槻派予備 北伊丹電留１ 京都電留近鉄南 C0833 北伊丹電留１ 京都電留近鉄南 C0648 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 C0023
C0810 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0610 放出１番 西明石-明石品管セ C0010 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 北伊丹電留２ 京都４番 C0824 北伊丹電留２ 篠山口 C0627 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 C0026
C0811 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0611 明石品管セ-西明石 新三田 C0011 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 京都３番 西明石-明石品管セ C0852 京田辺１番 大阪-宮原操 C0625 明石品管セ-西明石 新三田 C0029
C0812 森電放出派-放出 松井山手２番 C0612 新三田 大阪-宮原操 C0012 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 京都４番 奈良-佐保信 C0825 京田辺３番 四条畷４番 C0621 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 C0031
C0813 松井山手２番 西明石-明石品管セ C0613 宮原操-大阪 塚口５／６ C0013 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 C0834 京都３番 西明石-明石品管セ C0635 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0035
C0814 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ C0614 塚口５／６ 放出-森電放出派 C0014 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 京都電留近鉄北 京都３番 C0851 京都４番 高槻-吹田高槻派 C0646 明石品管セ-西明石 新三田２番 C0036
C0815 明石品管セ-西明石 四条畷１番 C0615 森電放出派-放出 塚口４番 C0015 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 京都（電留１奥） 新三田 C0854 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 C0649 大阪８番 西明石-明石品管セ C0022
C0816 四条畷１番 放出-森電放出派 C0616 塚口４番 新三田 C0016 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 京橋駅引上線 放出-森電放出派 C0828 京都電留近鉄北 京都３番 C0634 京都（電留２） 高槻-吹田高槻派 C0008
C0817 森電放出派-放出 奈良-佐保信 C0617 新三田 四条畷３番 C0017 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 篠山口 木津１番 C0804 京都（電留１奥） 新三田 C0637 神戸 西明石-明石品管セ C0004
C0818 佐保信-奈良 放出-森電放出派 C0618 四条畷３番 新三田 C0018 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 篠山口 篠山口 C0822 京橋駅引上線 大阪-宮原操 C0632 新三田 西明石-明石品管セ C0001
C0819 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0619 新三田 篠山口 C0019 吹田高槻派-高槻 大阪-宮原操 篠山口 北伊丹電留２ C0823 篠山口 京田辺３番 C0620 新三田 大阪８番 C0021
C0820 森電放出派予備 C0620 篠山口 京田辺３番 C0020 宮原操-大阪 新三田 篠山口 新三田 C0837 篠山口 京田辺１番 C0624 新三田 西明石-明石品管セ C0025
C0821 森電放出派-放出 篠山口 C0621 京田辺３番 四条畷４番 C0021 新三田 大阪８番 篠山口 大阪-宮原操 C0849 篠山口 放出-森電放出派 C0628 新三田 西明石-明石品管セ C0030
C0822 篠山口 篠山口 C0622 四条畷４番 新三田 C0022 大阪８番 西明石-明石品管セ 四条畷１番 放出-森電放出派 C0816 篠山口 放出-森電放出派 C0652 新三田２番 新三田 C0037
C0823 篠山口 北伊丹電留２ C0623 新三田 篠山口 C0023 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 四条畷３番 新三田 C0847 篠山口 大阪-宮原操 C0654 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ C0006
C0824 北伊丹電留２ 京都４番 C0624 篠山口 京田辺１番 C0024 吹田高槻派-高槻 新三田 四条畷４番 塚口５／６ C0806 四条畷１番 放出-森電放出派 C0644 吹田高槻派-高槻 放出-森電放出派 C0010
C0825 京都４番 奈良-佐保信 C0625 京田辺１番 大阪-宮原操 C0025 新三田 西明石-明石品管セ 新三田 篠山口 C0803 四条畷３番 新三田 C0618 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ C0012
C0826 佐保信-奈良 大阪-宮原操 C0626 宮原操-大阪 北伊丹電留２ C0026 明石品管セ-西明石 大阪-宮原操 新三田 大阪-宮原操 C0838 四条畷４番 新三田 C0622 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ C0016
C0827 宮原操-大阪 京橋駅引上線 C0627 北伊丹電留２ 篠山口 C0027 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 新三田 四条畷３番 C0846 新三田 大阪-宮原操 C0612 吹田高槻派-高槻 大阪-宮原操 C0019
C0828 京橋駅引上線 放出-森電放出派 C0628 篠山口 放出-森電放出派 C0028 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 新三田 篠山口 C0848 新三田 四条畷３番 C0617 吹田高槻派-高槻 新三田 C0024
C0829 森電放出派予備 C0629 森電放出派予備 C0029 明石品管セ-西明石 新三田 新三田 大阪-宮原操 C0855 新三田 篠山口 C0619 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ C0028
C0830 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 C0630 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 C0030 新三田 西明石-明石品管セ 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 C0831 新三田 篠山口 C0623 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 C0033
C0831 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 C0631 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 C0031 明石品管セ-西明石 高槻-吹田高槻派 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ C0832 新三田 放出-森電放出派 C0638 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ C0034
C0832 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ C0632 京橋駅引上線 大阪-宮原操 C0032 吹田高槻派予備 吹田高槻派-高槻 塚口６／５ C0835 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 C0631 吹田高槻派予備 C0009
C0833 北伊丹電留１ 京都電留近鉄南 C0633 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 C0033 吹田高槻派-高槻 高槻-吹田高槻派 塚口４番 放出-森電放出派 C0809 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ C0647 吹田高槻派予備 C0032
C0834 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 C0634 京都電留近鉄北 京都３番 C0034 吹田高槻派-高槻 西明石-明石品管セ 塚口５／６ 放出-森電放出派 C0807 吹田高槻派-高槻 塚口６／５ C0650 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 C0015
C0835 吹田高槻派-高槻 塚口６／５ C0635 京都３番 西明石-明石品管セ C0035 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 塚口６／５ 篠山口 C0836 塚口４番 新三田 C0616 宮原操-大阪 新三田 C0020
C0836 塚口６／５ 篠山口 C0636 明石品管セ-西明石 京都（電留１奥） C0036 明石品管セ-西明石 新三田２番 長尾２番 西明石-明石品管セ C0858 塚口５／６ 放出-森電放出派 C0614 宮原操-大阪 高槻-吹田高槻派 C0027
C0837 篠山口 新三田 C0637 京都（電留１奥） 新三田 C0037 新三田２番 新三田 長尾上１番 北伊丹着発２番 C0860 塚口６／５ 篠山口 C0651 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 C0011
C0838 新三田 大阪-宮原操 C0638 新三田 放出-森電放出派 佐保信-奈良 放出-森電放出派 C0818 長尾２番 西明石-明石品管セ C0657
C0839 宮原操-大阪 放出-森電放出派 C0639 森電放出派-放出 放出-森電放出派 佐保信-奈良 大阪-宮原操 C0826 長尾上１番 北伊丹着発２番 C0659
C0840 森電放出派予備 C0640 森電放出派-放出 松井山手２番 放出１番 西明石-明石品管セ C0844 放出１番 西明石-明石品管セ C0610
C0841 森電放出派予備 C0641 松井山手２番 西明石-明石品管セ 松井山手２番 西明石-明石品管セ C0813 松井山手２番 西明石-明石品管セ C0641
C0842 森電放出派予備 C0642 明石品管セ-西明石 西明石-明石品管セ 宮原操-大阪 放出-森電放出派 C0839 宮原操-大阪 塚口５／６ C0613
C0843 森電放出派-放出 放出１番 C0643 明石品管セ-西明石 四条畷１番 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 C0850 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 C0633
C0844 放出１番 西明石-明石品管セ C0644 四条畷１番 放出-森電放出派 宮原操-大阪 西明石-明石品管セ C0856 宮原操-大阪 西明石-明石品管セ C0655
C0845 明石品管セ-西明石 新三田２番 C0645 森電放出派-放出 京都４番 宮原操-大阪 京橋駅引上線 C0827 宮原操-大阪 北伊丹電留２ C0626
C0846 新三田 四条畷３番 C0646 京都４番 高槻-吹田高槻派 木津１番 四条畷４番 C0805 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ C0601
C0847 四条畷３番 新三田 C0647 吹田高槻派-高槻 北伊丹電留１ 森電放出派-放出 西明石-明石品管セ C0801 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0603
C0848 新三田 篠山口 C0648 北伊丹電留１ 京都電留近鉄南 森電放出派-放出 塚口４番 C0808 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0605
C0849 篠山口 大阪-宮原操 C0649 京都電留近鉄南 高槻-吹田高槻派 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0810 森電放出派-放出 放出１番 C0609
C0850 宮原操-大阪 京都電留近鉄北 C0650 吹田高槻派-高槻 塚口６／５ 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0811 森電放出派-放出 塚口４番 C0615
C0851 京都電留近鉄北 京都３番 C0651 塚口６／５ 篠山口 森電放出派-放出 松井山手２番 C0812 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 C0630
C0852 京都３番 西明石-明石品管セ C0652 篠山口 放出-森電放出派 森電放出派-放出 奈良-佐保信 C0817 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0639
C0853 明石品管セ-西明石 京都（電留１奥） C0653 森電放出派-放出 篠山口 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0819 森電放出派-放出 松井山手２番 C0640
C0854 京都（電留１奥） 新三田 C0654 篠山口 大阪-宮原操 森電放出派-放出 篠山口 C0821 森電放出派-放出 京都４番 C0645
C0855 新三田 大阪-宮原操 C0655 宮原操-大阪 西明石-明石品管セ 森電放出派-放出 高槻-吹田高槻派 C0830 森電放出派-放出 篠山口 C0653
C0856 宮原操-大阪 西明石-明石品管セ C0656 明石品管セ-西明石 長尾２番 森電放出派-放出 放出１番 C0843 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0661
C0857 明石品管セ-西明石 長尾２番 C0657 長尾２番 西明石-明石品管セ 森電放出派-放出 放出-森電放出派 C0862 森電放出派予備 C0604
C0858 長尾２番 西明石-明石品管セ C0658 明石品管セ-西明石 長尾上１番 森電放出派予備 C0820 森電放出派予備 C0606
C0859 明石品管セ-西明石 長尾上１番 C0659 長尾上１番 北伊丹着発２番 森電放出派予備 C0829 森電放出派予備 C0607
C0860 長尾上１番 北伊丹着発２番 C0660 北伊丹着発２番 放出-森電放出派 森電放出派予備 C0840 森電放出派予備 C0608
C0861 北伊丹着発２番 放出-森電放出派 C0661 森電放出派-放出 放出-森電放出派 森電放出派予備 C0841 森電放出派予備 C0629
C0862 森電放出派-放出 放出-森電放出派 森電放出派予備 C0842

◆運用番号順（平日・土休日共に同じ） ◆運用番号順（平日・土休日共に同じ）
２２１系４両 ２２１系６、８両 ２２３系４両（宮原車） ２２１系４両 ２２１系６、８両

C0501 福知山 篠山口 C0406 米原 新三田 C0510 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 篠山口 C0502 新三田 新三田 C0407
C0502 篠山口 篠山口 C0407 新三田 新三田 C0511 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 福知山 C0503 新三田 新三田 C0408
C0503 篠山口 福知山 C0408 新三田 新三田 C0512 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 奈良-佐保信 C0509 新三田 新三田 C0409
C0504 福知山 大阪-宮原操 C0409 新三田 新三田 C0513 佐保信-奈良 奈良-佐保信 篠山口 福知山 C0518 新三田 大阪-宮原操 C0410
C0505 宮原操-大阪 福知山 C0410 新三田 大阪-宮原操 C0514 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0510 米原 新三田 C0406
C0506 福知山 大阪-宮原操 C0411 宮原操-大阪 米原 C0515 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0511 宮原操-大阪 米原 C0411
C0507 宮原操-大阪 大阪-宮原操 C0516 佐保信-奈良 奈良-佐保信 佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0512
C0508 宮原操-大阪 篠山口 C0445 網干 大阪-宮原操 C0517 佐保信-奈良 篠山口 佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0513 網干 大阪-宮原操 C0445
C0509 篠山口 奈良-佐保信 C0518 篠山口 福知山 佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0514

佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0515
佐保信-奈良 奈良-佐保信 C0516
佐保信-奈良 篠山口 C0517
福知山 篠山口 C0501
福知山 大阪-宮原操 C0504
福知山 大阪-宮原操 C0506

宮原操-大阪 福知山 C0505
宮原操-大阪 大阪-宮原操 C0507
宮原操-大阪 篠山口 C0508


