
運用番号 運用詳細≪223/225系（W/I編成）≫
201 （野洲）701MF（網干）
202 （網干）回送（姫路）704MB（米原）3431MF（姫路）回送（網干）

（網干）774T（野洲）805T（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）3538MB（米原）

203 （米原）3441MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3468MB（米原）
（米原）3495MF（播州赤穂）976M（姫路）回送（網干）

204 （網干）回送（姫路）720TB（米原）3471MF（姫路）回送（網干）
（網干）810T（野洲）回送（草津）5388M（柘植）

205 （柘植）5329M（草津）回送（野洲）回送（草津）3443MF（姫路）
（姫路）3470MB（近江今津）3493MF（姫路）3522MB（米原）
（米原）3551MF（大阪）回送（宮原）

206 （宮原）回送（大阪）700MB（米原）3427MF（姫路）3454MB（近江今津）
（近江今津）3477MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3502MB（草津）
（草津）回送（野洲）837TF（網干）

207 （網干）3408MB（米原）3447MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）
（姫路）3472MB（米原）3503MF（播州赤穂）3536MB（米原）

208 （米原）3407MF（播州赤穂）948M（姫路）回送（網干）794T（米原）
（米原）841TF（姫路）回送（網干）

209 （網干）3446MB（近江今津）3469MF（姫路）3496MB（米原）
（米原）3535MF（網干）

210 （網干）708TB（野洲）3429MF（姫路）3458MB（野洲）789T（姫路）
（姫路）回送（網干）824T（米原）

211 （米原）3411MF（姫路）回送（網干）回送（姫路）822T（野洲）
212 （野洲）737TF（網干）806TB（米原）
213 （米原）3423MF（網干）回送（姫路）3460MB（米原）3487MF（播州赤穂）

（播州赤穂）3524MB（野洲）3549MF（姫路）回送（網干）
214 （網干）746T（野洲）3481MF（播州赤穂）3518MB（米原）847T（大阪）

（大阪）回送（宮原）
215 （宮原）回送（大阪）3406MB（米原）753T（網干）回送（姫路）

（姫路）3482MB（野洲）回送（草津）3525MF（姫路）3540MB（野洲）
216 （野洲）703MF（姫路）3430MB（近江今津）3453MF（姫路）

（姫路）3478MB（近江今津）3507MF（網干）
217 （網干）3442MB（野洲）3465MF（姫路）3490MB（草津）3521MF（網干）
218 （網干）3410MB（近江今津）1817M（京都）回送（向日町）回送（京都）

（京都）2848M（近江舞子）2857M（京都）1826M（近江今津）
（近江今津）1835M（京都）2870M（近江舞子）2875M（京都）
（京都）2878M（堅田）回送（京都）1846M（近江今津）

219 （近江今津）3805MF（大阪）回送（宮原）回送（野洲）3499MF（姫路）
（姫路）3526MB(米原）回送（京都）1850M（近江今津）

220 （近江今津）1805M（京都）回送（向日町）回送（京都）
（京都）2836M（近江舞子）2845M（京都）1822M（近江今津）
（近江今津）1831M（京都）2860M（近江舞子）2867M（京都）
（京都）1836M（永原）1847M（京都）2882M（近江舞子）回送（堅田）

221 （堅田）2805M（京都）1808M（永原）3435M（大阪）回送（宮原）
（宮原）回送（大阪）3546MB（野洲）

222 （野洲）3419MF（姫路）回送（網干）3452MB（米原）3479MF（姫路）
（姫路）3500MB（米原）3539MF（網干）

223 （網干）3438MB（近江今津）3461MF（姫路）3486MB（野洲）817T（網干）
224 （網干）3414MB（米原）759T（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）

（加古川）784T（米原）3519MF（播州赤穂）3542MB（野洲）
225 （野洲）3405MF（姫路）3436MB（米原）3463MF（姫路）3488MB（米原）

（米原）833T（上郡）
226 （上郡）738T（野洲）761T（網干）3514MB（米原）3543MF（姫路）

（姫路）回送（網干）

網干本所編成運用表（休日用）
2020/3/14改正



運用番号 運用詳細≪223/225系（W/I編成）≫
227 （網干）回送（姫路）3434AB（野洲）3457AF（姫路）回送（網干）

（網干）回送（姫路）3510MB（草津）3533MF（上郡）
228 （上郡）3420MB（米原）3455MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）

（姫路）3480MB（米原）3523MF（播州赤穂）846T（野洲）
229 （野洲）903M（京都）904M（米原）4904M（長浜）3225M（米原）

（米原）3425MF（播州赤穂）954M（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）975M（播州赤穂）3498MB（野洲）827T（播州赤穂）

230 （播州赤穂）714TB（米原）3451MF（姫路）3476MB（米原）
（米原）3511MF（播州赤穂）978M（姫路）回送（網干）

231 （網干）3432MB（米原）3459MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）
（姫路）3484MB（米原）3527MF（播州赤穂）982M（姫路）回送（網干）

232 （網干）722T（野洲）751T（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）
（加古川）776T（米原）

233 （米原）749T（網干）回送（姫路）3494AB（野洲）3529AF（姫路）
（姫路）回送（網干）回送（姫路）3550MB（野洲）

234 （野洲）3421MF（姫路）3448MB（米原）795TF（網干）回送（姫路）
（姫路）830TB（野洲）3553MF（姫路）回送（網干）

235 （網干）回送（姫路）724T（米原）771T（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）796T（米原）

236 （米原）745T（網干）798T（米原）835T（播州赤穂）
237 （播州赤穂）3422MF（近江今津）1819M（京都）回送（向日町）

（向日町）回送（野洲）3515MF（姫路）3532MB（野洲）
238 （野洲）3439MF（姫路）3466MB（野洲）3489MF（網干）回送（姫路）

（姫路）3520MB（野洲）3545MF（網干）
239 （網干）回送（姫路）3456MB（米原）3483MF（網干）回送（姫路）

（姫路）3516MB（野洲）3541MF（網干）
240 （網干）706MB（米原）3437MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）

（姫路）3464MB（米原）3491MF（播州赤穂）3528MB（野洲）
（野洲）3555MF（西明石）

241 （西明石）943M（播州赤穂）3426MB（米原）763T（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）788T（米原）823T（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）3552MB（京都）

242 （京都）900MB（米原）3415MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）
（姫路）3444MB（米原）3475MF（姫路）回送（網干）3506MB（米原）
（米原）3547MF（網干）

243 （網干）3416MB（草津）3433MF（姫路）3462MB（近江今津）
（近江今津）3485MF（網干）回送（姫路）3530MB（米原）923MF（京都）
（京都）回送（向日町）

244 （向日町）回送（京都）902M（米原）735TF（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）760TB（米原）799TF（網干）

245 （網干）3440MB（米原）3467MF（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）
（姫路）3492MB（米原）3531MF（姫路）3544MB（野洲）

運用番号 運用詳細≪223/225系（V/U編成）≫
101 （野洲）709MF（網干）
102 （網干）3446MF（近江今津）3146M（敦賀）3177M（近江今津）

（近江今津）3477MB（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3502MF（草津）
（草津）回送（野洲）837TB（網干）

103 （網干）3442MF（野洲）3465MB（姫路）3490MF（草津）3521MB（網干）
104 （網干）3432MF（米原）3232M（近江塩津）3267M（米原）3467MB（姫路）

（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3492MF（米原）3292M（長浜）
（長浜）3331M（米原）3531MB（姫路）3544MF（野洲）

105 （野洲）701MB（網干）3440MF（米原）3240M（近江塩津）3275M（米原）
（米原）3475MB（姫路）回送（網干）3506MF（米原）3306M（敦賀）

106 （敦賀）3207M（米原）3407MB（姫路）955M（播州赤穂）950M（姫路）
（姫路）961M（播州赤穂）958M（姫路）969M（播州赤穂）966M（姫路）
（姫路）977M（播州赤穂）972M（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）3530MF（米原）923MB（京都）回送（向日町）



運用番号 運用詳細≪223/225系（V/U編成）≫
107 （向日町）回送（京都）1802MF（永原）1811MB（京都）

（京都）1810M（近江今津）3445MF（大阪）回送（宮原）回送（大阪）
（大阪）3546MF（野洲）

108 （野洲）773TF（網干）回送（姫路）808TB（米原）4808TB（長浜）
（長浜）回送（米原）845TF（姫路）回送（網干）

109 （網干）706MF（米原）3437MB（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）
（姫路）3464MF（米原）3264M（近江塩津）3303M（米原）3503MB（姫路）
（姫路）回送（網干）

110 （網干）712TF（野洲）回送（草津）3443MB（姫路）3470MF（近江今津）
（近江今津）3170M（敦賀）3107M（近江今津）3507MB（網干）

111 （網干）回送（姫路）740TB（米原）775TF（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）800TB（米原）

112 （米原）121M（近江塩津）4735T（米原）735TB（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）760TF（米原）799TB（網干）836TF（野洲）

113 （野洲）回送（安土）727TB（姫路）回送（網干）回送（姫路）762TF（野洲）
（野洲）793TB（姫路）回送（網干）836TB（野洲）

114 （野洲）773TB（網干）回送（姫路）808TF（米原）4808TF（長浜）
（長浜）回送（米原）845TB（姫路）回送（網干）

115 （網干）回送（姫路）736TF（米原）783TF（網干）回送（姫路）
（姫路）818TF（野洲）3555MB（西明石）

116 （西明石）941M（播州赤穂）3416MF（草津）3433MB（姫路）
（姫路）3462MF（近江今津）3162M（敦賀）3193M（近江今津）
（近江今津）3493MB（姫路）3522MF（米原）3322M（長浜）3351M（米原）
（米原）3551MB（大阪）回送（宮原）

117 （宮原）回送（大阪）3406MF（米原）795TB（網干）回送（姫路）
（姫路）830TF（野洲）3553MB（姫路）回送（網干）

118 （網干）3420MF（米原）3220M（近江塩津）3259M（米原）3459MB（姫路）
（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3484MF（米原）3284M（長浜）
（長浜）3323M（米原）3523MB（姫路）3542MF（野洲）

119 （野洲）3405MB（姫路）3436MF（米原）3236M（長浜）3263M（米原）
（米原）3463MB（姫路）3488MF（米原）3288M（敦賀）1841M（京都）
（京都）回送（向日町）

120 （向日町）回送（京都）2822M（堅田）2825M（京都）2828M（堅田）
（堅田）2831M（京都）2834M（堅田）2837M（京都）2840M（堅田）
（堅田）2843M（京都）2846M（堅田）2849M（京都）回送（向日町）
（向日町）回送（京都）2876M（近江舞子）2881M（京都）回送（向日町）

121 （向日町）回送（京都）1802MB（永原）1811MF（京都）
（京都）1814M（近江今津）1823M（京都）2838M（近江舞子）
（近江舞子）2847M（京都）回送（向日町）回送（野洲）

122 （野洲）3419MB（姫路）回送（網干）3452MF（米原）3252M（長浜）
（長浜）3279M（米原）3479MB（姫路）3500MF（米原）3300M（長浜）
（長浜）3339M（米原）3539MB（網干）

123 （網干）3438MF（近江今津）3138M（敦賀）3169M（近江今津）
（近江今津）3469MB（姫路）3496MF（米原）3296M（敦賀）

124 （敦賀）3895M（近江今津）3805MB（大阪）回送（宮原）回送（野洲）
（野洲）3449MB（姫路）3474MF（野洲）3499MB（姫路）3526MF（米原）
（米原）3326M（長浜）148M（米原）153M（長浜）回送（米原）

125 （米原）133M（敦賀）3145M（近江今津）3445MB（大阪）回送（宮原）
126 （宮原）回送（大阪）700MF（米原）4700M（長浜）3227M（米原）

（米原）3427MB（姫路）3454MF（近江今津）3154M（敦賀）
（敦賀）3185M（近江今津）3485MB（網干）

127 （網干）5732MB（大阪）回送（宮原）
128 （宮原）回送（大阪）702MB（米原）743TF（加古川）回送（宝殿）

（宝殿）回送（加古川）768TB（米原）803TF（姫路）回送（網干）
（網干）回送（姫路）326MF（西明石）

129 （西明石）945MB（播州赤穂）940M（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）3450MF（野洲）3473MB（姫路）3498MF（野洲）3549MB（姫路）
（姫路）回送（網干）



運用番号 運用詳細≪223/225系（V/U編成）≫
130 （網干）3426MF（米原）3226M（長浜）3255M（米原）3455MB（姫路）

（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3480MF（米原）3280M（敦賀）
（敦賀）3335M（米原）3535MB（網干）

131 （網干）3410MF（近江今津）3110M（敦賀）3153M（近江今津）
（近江今津）3453MB（姫路）3478MF（近江今津）3178M（敦賀）
（敦賀）3327M（米原）3527MB（姫路）回送（網干）

132 （網干）回送（姫路）720TF（米原）783TB（網干）回送（姫路）
（姫路）3538MF（米原）

133 （米原）3441MB（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3468MF（米原）
（米原）3268M（長浜）3295M（米原）3495MB（姫路）3528MF（野洲）

134 （野洲）3439MB（姫路）3466MF（野洲）821TB（網干）
135 （網干）758TF（野洲）回送（京都）3832MF（近江今津）3892M（敦賀）
136 （敦賀）3211M（米原）3411MB（姫路）回送（網干）回送（姫路）

（姫路）3456MF（米原）3256M（近江塩津）3291M（米原）3491MB（姫路）
（姫路）3524MF（野洲）

137 （野洲）737TB（網干）806TF（米原）
138 （米原）3423MB（網干）回送（姫路）3460MF(米原）3260M（長浜）

（長浜）3287M（米原）3487MB（姫路）3518MF（米原）3318M（長浜）
（長浜）3347M（米原）3547MB（網干）

139 （網干）3408MF（米原）3208M（近江塩津）3251M（米原）3451MB（姫路）
（姫路）3476MF（米原）3276M（長浜）3311M（米原）3511MB（姫路）
（姫路）3536MF（米原）

140 （米原）767TB（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）792TF（米原）
（米原）841TB（姫路）回送（網干）

141 （網干）回送（姫路）750TF（野洲）3481MB（姫路）3510MF（草津）
（草津）3533MB（姫路）

142 （姫路）714TF（米原）4714T（長浜）3247M（米原）3447MB（姫路）
（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）3472MF（米原）3272M（近江塩津）
（近江塩津）3319M（米原）3519MB（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）3550MF（野洲）

143 （野洲）3421MB（姫路）3448MF（米原）3248M（近江塩津）3283M（米原）
（米原）3483MB（網干）回送（姫路）3516MF（野洲）3541MB（網干）

144 （網干）回送（姫路）704MF（米原）3431MB（姫路）回送（網干）
（網干）回送（姫路）3482MF（野洲）回送（京都）3832MB（近江今津）
（近江今津）4851M（近江塩津）4850M（近江今津）4853M（近江塩津）
（近江塩津）1849M（京都）回送（向日町）

145 （向日町）回送（野洲）3489MB（網干）回送（姫路）3520MF（野洲）
（野洲）3545MB（網干）

146 （網干）5732MF（大阪）回送（宮原）
147 （宮原）回送（大阪）702MF（米原）743TB（加古川）回送（宝殿）

（宝殿）回送（加古川）768TF（米原）825TB（姫路）回送（網干）
148 （網干）回送（姫路）740TF（米原）775TB（加古川）回送（宝殿）

（宝殿）回送（加古川）800TF（米原）
149 （米原）3425MB（姫路）959M（播州赤穂）956M（姫路）967M（播州赤穂）

（播州赤穂）964M（姫路）回送（網干）回送（姫路）818TB（野洲）
150 （野洲）回送（安土）727TF（姫路）回送（網干）回送（姫路）762TB（野洲）

（野洲）793TF（姫路）回送（網干）回送（姫路）3552MF（京都）
151 （京都）900MF（米原）3415MB（姫路）回送（英賀保）回送（姫路）

（姫路）3444MF（米原）3244M（長浜）3271M（米原）3471MB（網干）
（網干）3514MF（米原）3543MB（姫路）回送（網干）

152 （網干）708TF（野洲）3429MB（姫路）3458MF（野洲）3515MB（姫路）
（姫路）3532MF（野洲）

153 （野洲）703MB（姫路）3430MF（近江今津）3130M（敦賀）
（敦賀）3161M（近江今津）3461MB（姫路）3486MF（野洲）回送（草津）
（草津）3525MB（姫路）3540MF（野洲）

154 （野洲）709MB（網干）758TB（野洲）797TB（姫路）回送（網干）
（網干）回送（姫路）832TF（米原）



運用番号 運用詳細≪223/225系（V/U編成）≫
155 （米原）729TB（姫路）回送（網干）回送（姫路）963M（播州赤穂）

（播州赤穂）960M（姫路）971M（播州赤穂）968M（姫路）
（姫路）979M（播州赤穂）974M（姫路）回送（網干）

156 （網干）回送（上郡）3414MF（米原）767TF（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）792TB（米原）843TB（姫路）回送（網干）

157 （網干）3422MB（京都）1816M（近江今津）1825M（京都）
（京都）2844M（近江舞子）2853M（京都）1824M（近江今津）
（近江今津）1833M（京都）2868M（近江舞子）2873M（京都）
（京都）回送（向日町）回送（野洲）

161 （網干）回送（姫路）3434AF（野洲）3457AB（姫路）回送（網干）
（網干）回送（姫路）3494AF（野洲）3529AB（姫路）回送（網干）

運用番号 運用詳細≪223系（J編成）≫
261 （米原）723TF（姫路）回送（網干）
262 （網干）770T（野洲）809TB（網干）回送（姫路）840TF（米原）
263 （米原）731TB（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）756TF（米原）

（米原）803TB（姫路）回送（網干）
264 （網干）回送（姫路）726TB（野洲）821TF（網干）回送（姫路）

（姫路）326MB(西明石）
265 （西明石）945MF（姫路）回送（網干）回送（姫路）750TB（野洲）

（野洲）797TF（姫路）回送（網干）回送（姫路）832TB（米原）
266 （米原）729TF（姫路）回送（網干）786T（米原）825TF（姫路）

（姫路）回送（網干）
267 （網干）712TB（野洲）757T（網干）790T（米原）829T（加古川）

（加古川）320M（西明石）325M（姫路）回送（網干）
268 （網干）5726M（大阪）回送（宮原）
269 （宮原）回送（野洲）777T（網干）
270 （網干）回送（姫路）726TF（野洲）765T（網干）802T（米原）

（米原）843TF（姫路）回送（網干）
271 （網干）回送（姫路）736TB（米原）811TB（姫路）838TF（米原）
272 （米原）723TB（姫路）回送（網干）778T（野洲）809TF（網干）

（網干）回送（姫路）840TB（米原）
273 （米原）731TF（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）756TB（米原）

（米原）811TF（姫路）838TB（米原）

運用番号 運用詳細≪221系（A編成）≫
401 （野洲）713M（網干）
402 （網干）744T（米原）779T（網干）812T（米原）
403 （米原）711M（姫路）748T（米原）787T（姫路）回送（網干）820T（米原）

（米原）921M（京都）回送（向日町）
404 （向日町）回送（野洲）785T（姫路）814T（野洲）

運用番号 運用詳細≪221系（B編成）≫
431 （米原）725TF（網干）
432 （網干）回送（姫路）752T（米原）791T（網干）回送（姫路）
433 （姫路）5601M（寺前）5610M（姫路）回送（網干）766T（野洲）

（野洲）801T（網干）回送（姫路）322MB（西明石）
434 （西明石）321MF（姫路）742TB（野洲）769TF（網干）回送（姫路）

（姫路）804TB（米原）839TF（上郡）
435 （上郡）710TB（米原）755TF（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）

（加古川）780TB（米原）815TF（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）844TB（米原）

436 （米原）739TF（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）764TB（米原）
（米原）807TF（網干）

437 （網干）回送（姫路）754TB（野洲）781T（網干）回送（姫路）
（姫路）816TB（米原）

438 （米原）733TF（網干）回送（姫路）816TF（米原）
439 （米原）733TB（網干）826T（野洲）



運用番号 運用詳細≪221系（B編成）≫
440 （野洲）741T（網干）828T（米原）157M（長浜）回送（米原）
441 （米原）705M（網干）回送（姫路）754TF（野洲）813TB（網干）

（網干）回送（姫路）842TF（米原）
442 （米原）725TB（網干）782T（野洲）813TF（網干）回送（姫路）

（姫路）842TB（米原）

運用番号 運用詳細≪221/223系（C/cV編成）≫
471 （西明石）947MF（播州赤穂）942M（姫路）回送（網干）
472 （網干）回送（姫路）718TF（野洲）747TB（加古川）回送（宝殿）

（宝殿）回送（加古川）772TF（米原）819TB（網干）324MF（西明石）
473 （西明石）947MB（姫路）949M（播州赤穂）944M（姫路）

（姫路）957M（播州赤穂）952M（姫路）965M（播州赤穂）962M（姫路）
（姫路）973M（播州赤穂）970M（姫路）981M（播州赤穂）回送（相生）
（相生）315M（上郡）314M（相生）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）322MF（西明石）

474 （西明石）321MB（姫路）742TF（野洲）769TB（網干）回送（姫路）
（姫路）804TF（米原）839TB（上郡）

475 （上郡）710TF（米原）755TB（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）
（加古川）780TF（米原）815TB（姫路）回送（網干）回送（姫路）
（姫路）844TF（米原）

476 （米原）739TB（加古川）回送（宝殿）回送（加古川）764TF（米原）
（米原）807TB（網干）

477 （網干）回送（姫路）718TB（野洲）747TF（加古川）回送（宝殿）
（宝殿）回送（加古川）772TB（米原）819TF（網干）324MB（西明石）

作成：＠Asinkaisoku


