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句陳一 こぐま座α 周 へび座β 河鼓一 わし座α 大陵 ペルセウス座θ

句陳二 こぐま座δ 鄭 へび座γ 河鼓二 わし座β 積尸 ペルセウス座β

句陳三 こぐま座ε 秦 へび座δ 河鼓三 わし座γ 天船二 ペルセウス座γ

句陳四 こぐま座ζ 蜀 へび座α 右旗三 わし座δ 天船三 ペルセウス座α

巴 へび座ε 右旗五 わし座41 積水 ペルセウス座λ

上弼 りゅう座ζ 天乳 へび座μ 天桴一 わし座θ 巻舌三 ペルセウス座ξ

少弼 りゅう座υ 梁 へび座ν 天桴四 わし座η 巻舌四 ペルセウス座ζ

上宰 りゅう座θ 南海 へび座ξ 呉越 わし座ζ 天讒 ペルセウス座θ

少宰 りゅう座η 燕 へび座υ 天津一 はくちょう座γ 五車二 ぎょしゃ座α

天棓一 りゅう座ξ 東海 へび座η 天津二 はくちょう座δ 五車三 ぎょしゃ座β

天棓二 りゅう座ν 徐 へび座θ 天津三 はくちょう座30 柱 ぎょしゃ座θ

天棓三 りゅう座β 候 へびつかい座α 天津四 はくちょう座α 諸王 おうし座β

天棓四 りゅう座γ 斛一 へびつかい座ι 天津五 はくちょう座ν 昴宿 おうし座η

天厨一 りゅう座δ 斛二 へびつかい座κ 天津八 はくちょう座ζ 天廩 おうし座σ

御女 りゅう座φ 宗正一 へびつかい座β 天津九 はくちょう座ε 附耳 おうし座α

天厨六 りゅう座π 宗正二 へびつかい座γ 奚仲一 はくちょう座κ 畢宿四 おうし座γ

王良三 カシオペアη 梁 へびつかい座δ 奚仲三 はくちょう座θ 畢宿八 おうし座λ

王良四 カシオペアα 楚 へびつかい座ε 車府四 はくちょう座ρ 参宿一 オリオン座ζ

閣道一 カシオペアι 韓 へびつかい座ζ 車府六 はくちょう座ξ 参宿二 オリオン座ε

閣通二 カシオペアε 宋 へびつかい座η 臼 はくちょう座μ 参宿三 オリオン座δ

閣道三 カシオペアδ 肆 へびつかい座λ 輦道増七 はくちょう座β 参宿四 オリオン座α

策 カシオペア 天江 へびつかい座θ 平二 うみへび座π 参宿五 オリオン座γ

附路 カシオペア 天紀二 へびつかい座ζ 星宿一 うみへび座α 参宿六 オリオン座κ

天枢 おおぐま座α てい宿一 てんびん座α 貫索四 かんむり座α 觜宿一 オリオン座λ

天權 おおぐま座δ てい宿ニ てんびん座ι 貫索三 かんむり座β 銊 ふたご座η

玉衡 おおぐま座ε てい宿三 てんびん座γ 敗瓜 いるか座ε 北河二 ふたご座α

開陽 おおぐま座ζ てい宿四 てんびん座β 瓠瓜一 いるか座α 北河三 ふたご座β

揺光 おおぐま座η 西域 てんびん座θ 瓠瓜ニ いるか座γ 井宿三 ふたご座γ

天せん(王へんに旋)おおぐま座β 房宿一 さそり座 π 瓠瓜三 いるか座δ 井宿四 ふたご座ξ

天き(王へんに幾) おおぐま座γ 尾宿二 さそり座 ρ 瓠瓜四 いるか座β 南河三 こいぬ座α

太陽守 おおぐま座χ 房宿三 さそり座 δ 虚宿一 こうま座δ 南河二 こいぬ座β

天尊 おおぐま座φ 房宿四 さそり座 β 虚宿二 こうま座α 厠一 うさぎ座α

文昌 おおぐま座ν 心宿一 さそり座 σ 墳墓一 みずがめ座ζ 厠二 うさぎ座β

上台 おおぐま座κ 心宿二 さそり座 α 墳墓二 みずがめ座γ 厠三 うさぎ座γ

中台 おおぐま座μ 心宿三 さそり座 τ 墳墓三 みずがめ座η 厠四 うさぎ座δ

下台 おおぐま座υ 尾宿一 さそり座 μ 墳墓四 みずがめ座π 軒轅十四 しし座α

傅舎 きりん座 尾宿ニ さそり座 ε 危宿一 みずがめ座α 軒轅九 しし座ε

八穀 きりん座 尾宿三 さそり座ζ 女宿一 みずがめ座ε 西上相 しし座δ

右垣墻 きりん座 尾宿四 さそり座η 羽林軍ニ六 みずがめ座δ 西次相 しし座θ

杠 きりん座 尾宿五 さそり座θ 北落師門 みなみのうお座α 西次将 しし座ι

六甲 きりん座 尾宿七 さそり座κ 危宿二 ペガスス座θ 西上将 しし座σ

天鉤四 ケフェウス座η 尾宿増ニ さそり座λ 危宿三 ペガスス座ε 五帝座 しし座β

天鉤五 ケフェウス座α 斗宿一 いて座φ 雷電一 ペガスス座ξ 右執法 おとめ座β

天鉤八 ケフェウス座ι 斗宿二 いて座λ 室宿一 ペガスス座α 左執法 おとめ座η

天棓五 ヘルクレス座ι 斗宿三 いて座μ 室宿二 ペガスス座β 東上相 おとめ座γ

帝坐 ヘルクレス座α 斗宿四 いて座σ 離宮一 ペガスス座λ 東次相 おとめ座δ

九河 ヘルクレス座μ 斗宿五 いて座τ 離宮二 ペガスス座μ 東次将 おとめ座ε

河間 ヘルクレス座γ 斗宿六 いて座ζ 離宮四 ペガスス座η 内屏 おとめ座ν

河中 ヘルクレス座β 建 いて座π 壁宿一 ペガスス座γ 角宿一 おとめ座α

女牀三 ヘルクレス座π 箕宿一 いて座γ 壁宿二 アンドロメダ座α 角宿二 おとめ座ζ

魏 ヘルクレス座δ 箕宿ニ いて座δ 壁宿一 アンドロメダ座η 平道 おとめ座θ

趙 ヘルクレス座λ 箕宿三 いて座ε 奎宿ニ アンドロメダ座ζ 天田 おとめ座τ

天紀三 ヘルクレス座ε 箕宿四 いて座η 奎宿三 アンドロメダ座σ 亢宿 おとめ座μ

斗 ヘルクレス座ω 織女 こと座α 奎宿四 アンドロメダ座ε 軫宿一 からす座γ

晋 ヘルクレス座κ 漸臺ニ こと座β 奎宿五 アンドロメダ座δ 軫宿二 からす座ε

女牀 ヘルクレス座ρ 漸臺三 こと座ζ 奎宿六 アンドロメダ座π 軫宿三 からす座δ

中山 ヘルクレス座ο 漸臺一 こと座δ 奎宿七 アンドロメダ座ν 軫宿四 からす座β

屠肆 ヘルクレス座 輦道 こと座θ 奎宿八 アンドロメダ座μ 右轄 からす座α

帛度 ヘルクレス座 天倉一 くじら座ι 奎宿九 アンドロメダ座β 招揺 うしかい座γ

七公 ヘルクレス座χ 天倉二 くじら座η 天大将軍一 アンドロメダ座γ 梗河一 うしかい座ε

天棓五 ヘルクレス座ι 天倉三 くじら座θ 天厩 アンドロメダ座θ 梗河二 うしかい座ρ

牛宿一 やぎ座β 天倉五 くじら座τ 左旗五 や座γ 大角 うしかい座α

牛宿三 やぎ座γ 土司空 くじら座β 右更二 うお座η 左摂堤 うしかい座ζ

牛宿二 やぎ座α 天狼 おおいぬ座α 婁宿三 おひつじ座α 右摂堤 うしかい座η

塁壁陣四 やぎ座δ 軍一 おおいぬ座β 婁宿二 おひつじ座γ 婁宿一 おひつじ座β
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