南

甲 天冲

二黒

甲 驚門

直符

子
女
宮
遷
移
宮

5,14,23,32,41,50,59,68,77,86才

東

戊 天内

一白

戊 死門

九天

六白

癸 景門

九地

1,10,19,28,37,46,55,64,73,82才

七赤

丁 開門

縢蛇

兄
弟
宮

9,18,27,36,45,54,63,72,81,90才

福
徳
宮

庚 天輔

三碧

財
帛
宮

4,13,22,31,40,49,58,67,76,85才

夫
妻
宮

丙 天英

八白

丙 杜門

朱雀

8,17,26,35,44,53,62,71,80,89才

乙 天蓬

九紫

乙 休門

太陰

父
母
宮

奇門遁甲推命学

壬 天心

五黄

壬 生門

六合

疾
厄
宮
西

2,11,20,29,38,47,56,65,74,83才

本
命
宮

辛 天禽

四禄

辛 傷門

勾陳

3,12,21,30,39,48,57,66,75,84才

鑑定書

上田桃子 様

六
字

7,16,25,34,43,52,61,70,79,88才

庚

6,15,24,33,42,51,60,69,78,87才

癸 天柱

丁 天任

官
禄
宮

庚甲丙
寅午寅

・節気は芒種で局数は陽の3局です。
・旬首六儀は庚で、「甲」に置き換えます。
・六儀が中宮したので、節気位置へ地盤の六儀を変更し
ました。
→変更された六儀は 己 です
・日干庚が中宮したので、天盤の甲は節気位置としまし
た。
・地盤の日干庚の位置に大直符の 天輔 を配置しまし
た。
・直使は六儀位置より 杜門 になりました。その直使を地
盤の甲位置から庚までの6つ分だけ後天定位の昇順に
まわしました。
・日干が中宮のため直符を節気の定位置において、時
計周りで八神を配置しました。
・年干の丙に本命宮が入りそのあとは五行の相剋法で
１０個の宮を配置しました。

（※年令は数えです）
北
年運は
天盤で 甲-地位の向上 乙-安定と喜び 丙-成功と栄誉 丁-知恵と頭脳 戊-交際と信用 己-出会いと愛情 庚-闘争と不安 辛-忍耐 壬-勝負 癸-守り
判断

[本命宮]

[財帛宮]

【天：丙 地：丙は天に両日なしと言います。】
・十干関係は、太陽が天に２つある異常な風景です。
・具体的には、自分自身が仲間や友人そして人の和を求めながら独立していく生き方。
・盲突進的な独立心があり、他の援助はおせっかいに思う暴走的独立心。
・強引で自分中心で、他人の意見は聞かない普通でない能力。
【天英】
い。
【杜門】
【八白】
【朱雀】

【天：庚 地：庚は戦格と言います。】
・十干関係は、金属同士がガチャガチャと傷つけあっています。
・具体的には、ビジネスでは仲間や友人そして人の和を求めながら独立していく生き方で
すが、細かい配慮がない。
・積極的に邪魔物を排除し、周囲の助けを拒む一方的な強烈な独立心。
・相手の意見を聞かず、自分の意見だけを強引に通す力。

心正しく、責任感が強く、世の中に精一杯尽くす素振りをしますが、非常に計算高
前向きに活動するよりは、じっと停止していたい非積極的な行動を好みます。
理想を追求するため反逆的ですが、努力をします。新しいものが大好きです。
聡明で人気がありますが、陰謀をたくらみやすい。

[兄弟宮]
【天：丁 地：丁は両火成炎と言います。】
・十干関係は、火が盛んに燃えています。
・具体的には、兄弟が仲間や友人そして人の
和を求めながら独立していく生き方。
【天任】 円満で平和主義で慎重で責任をもっ
て人を援助しますが、次々に重荷を背負わさ
れます。
【開門】 心身ともに開放されていて穏健で心
配ごとがまったくない安らかな心があります。
【七赤】 人当たりは良く、弁舌さわやかです
が二枚舌で享楽的のため挫折することも。
【縢蛇】 お金に関する問題が多発し、偽りと
不正をしやすい。

[疾厄宮]
【天：壬 地：壬は伏吟地網と言います。】
・十干関係は、大河のダブルで洪水です。
・具体的には、健康面では知的・戦略的仲間
ではあるが友人や人の和を求めながら独立
していく生き方。
【天心】 質実剛健で、勇気があり、正義感強
くストレートに物事を進めますが、少々強引で
す。
【生門】 生気がみなぎる。積極的に新しいこと
を進めていきますが気まぐれです。
【五黄】 力ずくで物事を進める残忍さと凶悪
さがあります。支配的で闘争を好みます。
【六合】 和平・平和的であり、人と人の楽しい
出会いを好みます。

[福徳宮]

【天輔】 文学、学術に優れ、一歩一歩着実に成し遂げる優雅さと落ち着きがあります。
【三碧】 急激な方向転換が得意ですが、自分勝手で粘りに欠けます。独走気味。

[子女宮]

【天：戊 地：戊は伏吟峻山と言います。】
【天：甲 地：甲は双木成林と言います。】
・十干関係は、山と山が並んで山脈を形成し ・十干関係は、大樹が２つありますので森を
ています。
形成しています。
・具体的には、趣味では仲間や友人そして人 ・具体的には、子女が仲間や友人そして人の
の和を求めながら独立していく生き方。
和を求めながら独立していく生き方。
【天内】 思慮深く、謙虚で間違いのない堅い 【天冲】 現実を見て、それにあった処理をし
動きができますが、目先の機敏さはありませ ます。勤勉に働き、出世、福をもたらします。
ん。
【驚門】 無理に活動しようとして、心配ごとが
【死門】 活動的ではなく前に進むよりも堅実 沢山あります。負けず嫌いですが、継続性は
性を優先し頑固に現状維持をしようとします。 ない。
【一白】 冷静沈着で知的に判断ができます。 【二黒】 地味で堅実な生き方を好みます。従
静かで他人に左右されない生活。
順・柔和・防御的・消極的です。
【九天】 公平で希望的で願望を成就しようと 【直符】 気品が高く成長しようとします。神仏
する意思が強い。
を信じる心があります。

[官禄宮]
【天：辛 地：辛は伏吟相剋と言います。】
・十干関係は、宝石と宝石が並んでいます。
・具体的には、仕事面では仲間や友人そして
人の和を求めながら独立していく生き方。
【天禽】 意気盛んで、古き体制を捨て新しい
ことをやりますが、節操なく暴走することも。
【傷門】 神経が過敏で、感受性が鋭く、怒り
やすく、暴走しやすい反面涙もろい。
【四禄】 温和で心が広くのびのびとしていま
す。信用があり道徳観念があります。
【勾陳】 気が短く猛烈で、人と和合するよりも
独走を好みます。

[遷移宮]
【天：甲 地：甲は双木成林と言います。】
・十干関係は、大樹が２つありますので森を
形成しています。
・具体的には、行動面では仲間や友人そして
人の和を求めながら独立していく生き方。
【天冲】 現実を見て、それにあった処理をし
ます。勤勉に働き、出世、福をもたらします。
【驚門】 無理に活動しようとして、心配ごとが
沢山あります。負けず嫌いですが、継続性は
ない。
【二黒】 地味で堅実な生き方を好みます。従
順・柔和・防御的・消極的です。
【直符】 気品が高く成長しようとします。神仏
を信じる心があります。

スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

[夫妻宮]
【天：癸 地：癸は伏吟天羅と言います。】
・十干関係は、雲が厚く空に立ち込め大雨の
荒天模様です。
・具体的には、配偶者が仲間や友人そして人
の和を求めながら独立していく生き方。
【天柱】 仁義を尊び、勇猛で正義のために命
をかけますが、破壊的な行動になってしまい
ます。
【景門】 衝動的になり活発に活動したい心。
虚栄心が強いので競争の結果敗れることも。
【六白】 質実剛健で毅然としています。果敢
で迷いがありませんが、その分無理をしま
す。
【九地】 優雅で柔和で謙虚で人に対し従順
ですがお金には厳しい。

[父母宮]
【天：乙 地：乙は伏吟雑草と言います。】
・十干関係は、草花と草花が並んで雑草と
なっています。役に立たない。
・具体的には、父母が仲間や友人そして人の
和を求めながら独立していく生き方。
【天蓬】 頭が切れ、トラブルに対しても適切に
対応できます。策を練り、活動的です。
【休門】 前進をやめ休息に入り、楽しさがあり
心が安定しているような状態です。
【九紫】 聡明で創造的なことに熱心ですが、
気性が激しく浮き沈みがあります。
【太陰】 正直で慈愛があり陰となって人を助
ける心があります。

