
【新紫薇斗数推命プロ版 出生図】
※(廟)(旺)は長所が作用しやすい。(失)(陥)は短所が作用しやすい。
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【出生図における１２宮の特徴を分析】 石川遼 19才 男命

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

出生図分析

109876543210-1-2-3

父母

命宮

兄弟

夫妻

子女

財帛

疾厄

遷移

奴僕

官禄

田宅

福徳



【行運の診断】 石川遼 19才 男命

■23才から32才までのリズム - 【天相星】が支配する運勢です。

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。

○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□23才の支配星 - 【廉貞星】

○悪知恵と賄賂の象徴、戦略家で、冷酷な星が支配しています。

○しかし、現実社会では実利を求めて行動するのに良い期間です。

□24才の支配星 - 【巨門星】

○猜疑心と探求心、緻密な星が支配しています。

○細かいところをキチンと整理し、順序だてて物事を進めていくことができる期間です。

□25才の支配星 - 【天相星】

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。

○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□26才の支配星 - 【天同星】

○柔軟性に富み、慈愛、優しさと温厚の星が支配しています。

○人に優しく、人気がある。穏やかで友人が多くできる期間です。

○つまり何でも話し合いで解決を図ることができる期間です。

□27才の支配星 - 【武曲星】

○武勇と財運の武将星が支配しています。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良くなる期間です。

□28才の支配星 - 【太陽星】

○太陽の如く公明正大で迫力がある星が支配しています。

○多くの人を支配したり、活発に行動したりする期間です。

□29才の支配星 - 【天空星】

○全てを奪って、むなしくしてしまいます。破財や損失や災難に遭いやすい期間です。

□30才の支配星 - 【天機星】

○天の摂理と善悪を知っているという星が支配しています。

○ウイットに富み、知恵と知性の星で反応が早く、戦略的になる期間です。

□31才の支配星 - 【紫薇星】

○紫の薔薇が咲く花園の星という意味があり善良なる高貴の星が支配しています。

○地位、身分、権威、成功、発展の期間となります。

□32才の支配星 - 【陀羅星】

○勇敢で決断力がある。 がむしゃらに行動するパワーがある期間です。

○しかし、事故、怪我、病気にも縁がある時ですので注意が必要です。
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【命宮の診断】 石川遼 19才 男命

■命宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○中心的な宮です。運勢、性格、才能の中心的な内容をここで見ます。

[命宮における星と星との相性の説明]

○空劫、化忌が入ると、主星の吉の作用を滅ぼします。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■武曲星が(旺)の状態で命宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○武勇と財運の星です。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良い。

[短所]

○武勇と財運の星ですが、やりすぎて失敗、猛進して失敗の傾向です。

○考えが足らない、考えるよりも行動。おおざっぱで短気という欠点が目立ちます。

■七殺星が(旺)の状態で命宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○権力の星で、威勢が良く権力があります。独立独歩で我が道を行きます。

[短所]

○権力の星ですが、 災いがあり冷酷、勝ち気で敵を作りやすい。

○あっさりしていますが、 短気で気性が激しいといった欠点が出ます。

■炎星が(失)の状態で命宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○行動が早く、頭が切れ事業などで大成功することもあります。

[短所]

○粗野で、頭脳的な行動ができにくい面があります。

■右弼星が命宮に入っていることから診断される内容

○他からの助力、人気、交際上手、人付き合いが上手。

○自分の実力以上の評価を受ける傾向があります。

■武曲星と七殺星との組合せ

武曲の決断力、荒々しさに七殺の権力が加わり発展します。

■武曲星と炎星星との組合せ

武曲の決断力と財運に、炎鈴の早さが加わります。

■武曲星と右弼星との組合せ

武曲の決断力、冷酷さを左右からの人の助けで補います。
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【父母宮の診断】 石川遼 19才 男命

■父母宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○自分と父母との関係、自分と目上（上司）との関係を見ます。

[父母宮における星と星との相性の説明]

○優しい性格の天府、太陰、天相、や父親らしい性格の太陽、天梁が入ると良い。

○作用が強く強烈な、廉貞、貪狼、破軍、羊陀、空劫が入ると良くありません。

○例えば、父母との仲が悪いと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■太陽星が(廟)の状態で父母宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○父母や上司が公明正大で財と名声があり、活気があります。

○従って、父母や上司から物質的な恩恵があります。

[短所]

○父母や上司から物質的な恩恵はありますが、あまり情緒的な関係ではありません。

■鈴星が(陥)の状態で父母宮に入っていることから診断される内容

□丁級星として判断しますので、[長所]よりも[短所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○父母や上司の行動は素早く、実業家的でスキがありません。

[短所]

○父母や上司の行動は素早く、スキがありませんが、人間的な温かさには欠けます。

○従って、情緒面では冷たい人間関係になってしまいます。

■文昌星が(廟)の状態で父母宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○父母や上司に学問、芸術的センスがあり優雅で上品で人に好かれます。

○従って情緒面では暖かい人間関係を築くことができます。

[短所]

○しかし現実的な実力という面に欠けますので、その存在は無力になってしまいます。

■天刑星が父母宮に入っていることから診断される内容

○父母や上司との関係は悪く、怪しげです。
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【兄弟宮の診断】 石川遼 19才 男命

■兄弟宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○自分と兄弟、自分と友人、自分と会社の同僚関係をみます。

[兄弟宮における星と星との相性の説明]

○知恵の天機、優しい天府、天同、そして援助を意味する左右などが入ると良い。

○作用が強く強烈な、廉貞、貪狼、破軍、羊陀、空劫が入ると良くありません。

○例えば、兄弟との仲が悪いと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天同星が(旺)の状態で兄弟宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○兄弟や友人、同僚が柔軟性に富み、慈愛、優しさがあり温厚です。

[短所]

○兄弟や友人が少々うるさく感じられる位色々と面倒をみてくれる傾向です。

○従って、情緒的には仲が良いのですが、強さや物質的援助は期待できません。

■天梁星が(旺)の状態で兄弟宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○兄弟や友人、同僚がリーダーシップを取るタイプで人脈があります。

○従って、ビジネス的なつきあいや物質的援助はあります。

しかし、情緒的な暖かい結びつきはあまり期待しない方が良いようです。

[短所]

○兄弟や友人、同僚と大変冷たい関係で、自分から敵を作りやすい傾向です。

■天鉞星が兄弟宮に入っていることから診断される内容

○とにかく兄弟や友人、同僚との人間関係において幸運があります。

■天喜星が兄弟宮に入っていることから診断される内容

○兄弟や友人、同僚とは楽天的で、ゆとりのある関係となります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【財帛宮の診断】 石川遼 19才 男命

■財帛宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○財運、独立運を見ます。自分が稼ぎ出す財の運を見ます。賭け事や博打運は該当しませ

ん。

[財帛宮における星と星との相性の説明]

○財を稼ぐ能力がある地位、身分の紫薇星、迫力の太陽星、決断の武曲星などが入れば良

い。

○またラッキーチャンスの魁鉞星などが入っても良い。

○欲の深い貪狼星、破壊の空劫星などが入ると良くありません。

○例えば、お金は稼ぐが浪費が激しいと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■廉貞星が(陥)の状態で財帛宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、[長所]だけでなく[短所]も現れやすいと判断します。

[長所]

○冷静さ、ビジネスに対する厳しさ、冷徹さを生かす職業。

○請負建築業、受託開発、他社と競争の求められる職場。

○サラリーマンであれば、製造業の購買担当や権力を持てる仕事。

○無から有を起こすようなことが得意です。

[短所]

○冷静過ぎる、ビジネスに対する厳しさが強すぎる、冷徹過ぎるという面があります。

■貪狼星が(陥)の状態で財帛宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、[長所]だけでなく[短所]も現れやすいと判断します。

[長所]

○ビジネスや利潤に対する要望が人よりも強烈です。

○従って、強引に利潤を追求する投機的な商売でも十分やっていけます。

○ロマンや夢が要求される精神性の強い職業は向きません。

○収入を固定しなくても、いろいろな面から収入を得ることができます。

[短所]

○現金商売、芸能関係、飲食関係、風俗、娯楽産業などに一生を費やしやすい。

■左輔星が財帛宮に入っていることから診断される内容

○ガツガツしなくても、不思議と周囲から物質、財の援助があります。
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