
●潜運 ◑ 開運 ○ 吉運 ◐　生運 ○ 盛運 ●休運 ●死運 ◑ 進運 ○ 吉運

羅睺星 土曜星 水曜星 金曜星 日曜星 火曜星 計都星 月曜星 木曜星
四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星 一白水生 二黒土星 三碧木星

令和5年 令和4年 令和3年 令和2年 Ｈ31令和元　 平成３0年 平成２９年 平成２８年 平成２７年

2023年 2022年 2021年 2020年 ２０１９年 ２０１８年 ２０１７年 ２０１６年 ２０１５年

満零歳 満１歳 満２歳 満３歳 満４歳 満５歳 満６歳 満７歳 満８歳
１歳（数） ２歳（数） ３歳（数） ４歳（数） ５歳（数） ６歳（数） ７歳（数） ８歳（数） ９歳（数）

癸卯 壬寅 辛丑 庚子 己亥 戊戌 丁酉 丙申 乙未

平成２６年 平成２５年 平成２４年 平成２３年 平成２２年 平成２１年 平成２０年 平成１９年 平成１８年

２０１４年 ２０１３年 ２０１２年 ２０１１年 ２０１０年 ２００９年 ２００８年 ２００７年 ２００６年

満９歳 満１０歳 満１１歳 満１２歳 満１３歳 満１４歳 満１５歳 満１６歳 満１７歳
１０歳（数） １１歳（数） １２歳（数） １３歳（数） １４歳（数） １５歳（数） １６歳（数） １７歳（数） １８歳（数）

甲午 癸巳 壬辰 辛卯 庚寅 己丑 戊子 丁亥 丙戌

平成１７年 平成１６年 平成１５年 平成１４年 平成１３年 平成１２年 平成１１年 平成１０年 平成９年

２００５年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 ２００１年 ２０００年 １９９９年 １９９８年 １９９７年

満１８歳 満１９歳 満２０歳 満２１歳 満２２歳 満２３歳 満２４歳 満２５歳 満２６歳
１９歳（数） ２０歳（数） ２１歳（数） ２２歳（数） ２３歳（数） ２４歳（数） ２５歳（数） ２６歳（数） ２７歳（数）

乙酉 甲申 癸未 壬午 辛巳 庚辰 己卯 戊寅 丁丑

平成８年 平成７年 平成６年 平成５年 平成４年 平成３年 平成２年 平成元年 昭和６３年

１９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １９９２年 １９９１年 １９９０年 １９８９年 １９８８年

満２７歳 満２８歳 満２９歳 満３０歳 満３１歳 満３２歳 満３３歳 満３４歳 満３５歳
２８歳（数） ２９歳（数） ３０歳（数） ３１歳（数） ３２歳（数） ３３歳（数） ３４歳（数） ３５歳（数） ３６歳（数）

丙子 乙亥 甲戌 癸酉 壬申 辛未 庚午 己巳 戊辰

昭和６２年 昭和６１年 昭和６０年 昭和５９年 昭和５８年 昭和５７年 昭和５６年 昭和５５年 昭和５４年

１９８７年 １９８６年 １９８５年 １９８４年 １９８３年 １９８２年 １９８１年 １９８０年 １９７９年

満３６歳 満３７歳 満３８歳 満３９歳 満４０歳 満４１歳 満４２歳 満４３歳 満４４歳
３７歳（数） ３８歳（数） ３９歳（数） ４０歳（数） ４１歳（数） ４２歳（数） ４３歳（数） ４４歳（数） ４５歳（数）

丁卯 丙寅 乙丑 甲子 癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未

昭和５３年 昭和５２年 昭和５１年 昭和５０年 昭和４９年 昭和４８年 昭和４７年 昭和４６年 昭和４５年

１９７８年 １９７７年 １９７６年 １９７５年 １９７４年 １９７３年 １９７２年 １９７１年 １９７０年

満４５歳 満４６歳 満４７歳 満４８歳 満４９歳 満５０歳 満５１歳 満５２歳 満５３歳
４６歳（数） ４７歳（数） ４８歳（数） ４９歳（数） ５０歳（数） ５１歳（数） ５２歳（数） ５３歳（数） ５４歳（数）

戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑 壬子 辛亥 庚戌

昭和４４年 昭和４３年 昭和４２年 昭和４１年 昭和４０年 昭和３９年 昭和３８年 昭和３７年 昭和３６年

１９６９年 １９６８年 １９６７年 １９６６年 １９６５年 １９６４年 １９６３年 １９６２年 １９６１年

満５４歳 満５５歳 満５６歳 満５７歳 満５８歳 満５９歳 満６０歳 満６１歳 満６２歳
５５歳（数） ５６歳（数） ５７歳（数） ５８歳（数） ５９歳（数） ６０歳（数） ６１歳（数） ６２歳（数） ６３歳（数）

己酉 戊申 丁未 丙午 乙巳 甲辰 癸卯 壬寅 辛丑

昭和３５年 昭和３４年 昭和３３年 昭和３２年 昭和３１年 昭和３０年 昭和２９年 昭和２８年 昭和２７年

１９６０年 １９５９年 １９５８年 １９５７年 １９５６年 １９５５年 １９５４年 １９５３年 １９５２年

満６３歳 満６４歳 満６５歳 満６６歳 満６７歳 満６８歳 満６９歳 満７０歳 満７１歳
６４歳（数） ６５歳（数） ６６歳（数） ６７歳（数） ６８歳（数） ６９歳（数） ７０歳（数） ７１歳（数） ７２歳（数）

庚子 己亥 戊戌 丁酉 丙申 己未 戊午 丁巳 丙辰

昭和２６年 昭和２５年 昭和２４年 昭和２３年 昭和２２年 昭和２１年 昭和２０年 昭和１９年 昭和１８年

１９５１年 １９５０年 １９４９年 １９４８年 １９４７年 １９４６年 １９４５年 １９４４年 １９４３年

満７２歳 満７３歳 満７４歳 満７５歳 満７６歳 満７７歳 満７８歳 満７９歳 満８０歳
７３歳（数） ７４歳（数） ７５歳（数） ７６歳（数） ７７歳（数） ７８歳（数） ７９歳（数） ８０歳（数） ８１歳（数）

乙卯 甲寅 癸丑 壬子 辛亥 庚戌 己酉 戊申 丁未

昭和１７年 昭和１６年 昭和１５年 昭和１４年 昭和１３年 昭和１２年 昭和１１年 昭和１０年 昭和９年

１９４２年 １９４１年 １９４０年 １９３９年 １９３８年 １９３７年 １９３６年 １９３５年 １９３４年

満８１歳 満８２歳 満８３歳 満８４歳 満８５歳 満８６歳 満８７歳 満８８歳 満８９歳
８２歳（数） ８３歳（数） ８４歳（数） ８５歳（数） ８６歳（数） ８７歳（数） ８８歳（数） ８９歳（数） ９０歳（数）

丙午 乙巳 甲辰 癸卯 壬寅 辛丑 庚子 己亥 戊戌

昭和８年 昭和７年 昭和６年 昭和５年 昭和４年 昭和３年 昭和２年 昭和元年 大正１４年

１９３３年 １９３２年 １９３１年 １９３０年 １９２９年 １９２８年 １９２７年 １９２６年 １９２５年

満９０歳 満９１歳 満９２歳 満９３歳 満９４歳 満９５歳 満９６歳 満９７歳 満９８歳
９１歳（数） ９２歳（数） ９３歳（数） ９４歳（数） ９５歳（数） ９６歳（数） ９７歳（数） ９８歳（数） ９９歳（数）

丁酉 丙申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑

印と印の一年空白間も弱厄注意！

年齢早見表
■は男性　　　　■は女性 　■は男女共　　■は大厄※立春（2月4日）以前の誕生日の人は前年度を見るようにして下さい。

（九曜星・生まれ年・九気性・満年齢・数え年・干支）2023年　令和5年


