
スポーツセンター　バス時刻表

2　市役所・ひばりが丘団地・中央町　循環 3　市役所・滝山・八幡町　循環

※月曜日の19：20発のバスは運行しません

順 乗　降　場　所 順 乗　降　場　所

スポーツセンター 14:00 15:00 16:00 17:00 18:20 19:20 スポーツセンター 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:20

月 1 東久留米駅東口　ローソンショップ100　前 ：06 ：06 ：06 ：06 ：26 ：26 1 東久留米駅東口　ローソンショップ100　前 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：26

2 市役所　コーヒーショップ　横 ：11 ：11 ：11 ：11 ：31 ：31 2 市役所　コーヒーショップ　横 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：31

曜 3 海老沢酒店　前 ：14 ：14 ：14 ：14 ：34 ：34 3 介護ショップたんぽぽ（ローソン隣）　向い ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：34

4 学園町郵便局　前 ：17 ：17 ：17 ：17 ：37 ：37 水 4 八幡神社　前 ：19 ：19 ：19 ：19 ：19 ：19 ：39

日 5 南部地域センター　前 ：20 ：20 ：20 ：20 ：40 ：40 5 西中学校　正門　前 ：21 ：21 ：21 ：21 ：21 ：21 ：41

・ 6 第五小学校　北村歯科　前 ：23 ：23 ：23 ：23 ：43 ：43 曜 6 西部地域センター　正門　前 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：43

金 7 ラスティパーク　前 ：25 ：25 ：25 ：25 ：45 ：45 7 滝山団地中央　カラオケ　きらら　前 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：45

8 第八小学校入口　第３広場　前 ：27 ：27 ：27 ：27 ：47 ：47 日 8 山口物産配送センター　向い ：28 ：28 ：28 ：28 ：28 ：28 ：48

曜 9 中央町地区センター　前 ：29 ：29 ：29 ：29 ：49 ：49 9 紳士服　青山　前 ：32 ：32 ：32 ：32 ：32 ：32 ：52

10 介護ショップたんぽぽ　前（ローソン隣） ：31 ：31 ：31 ：31 ：51 ：51 10 商工会館　前　【消防署並】 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：54

日 11 福祉施設　ひょうたん島　前 ：34 ：34 ：34 ：34 ：54 ：54 11 介護ショップたんぽぽ　前（ローソン隣） ：36 ：36 ：36 ：36 ：36 ：36 ：56

12 市役所　イトーヨーカドー駐車場入口　横 ：38 ：38 ：38 ：38 ：58 ：58 12 市役所　イトーヨーカドー駐車場入口　横 ：41 ：41 ：41 ：41 ：41 ：41 19:01

13 東久留米駅東口　ローソンショップ100　前 ：44 ：44 ：44 ：44 19:04 20:04 13 東久留米駅東口　ローソンショップ100　前 ：45 ：45 ：45 ：45 ：45 ：45 ：05

スポーツセンター 14:48 15:48 16:48 17:48 19:08 20:08 スポーツセンター 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:09

１　　市役所・下里・八幡町　　循環 2　市役所・ひばりが丘団地・中央町　循環

順 乗　降　場　所 順 乗　降　場　所

スポーツセンター 14:00 15:00 16:00 17:00 18:20 19:20 スポーツセンター 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:20

1 東久留米駅東口　ローソンショップ１００　前 ：06 ：06 ：06 ：06 ：26 ：26 1 東久留米駅東口　ローソンショップ１００　前 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 ：26

2 市役所　コーヒーショップ　横 ：11 ：11 ：11 ：11 ：31 ：31 2 市役所　コーヒーショップ　横 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 ：31

3 介護ショップたんぽぽ（ローソン隣）　向い ：14 ：14 ：14 ：14 ：34 ：34 3 海老沢酒店　前 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 ：34

火 4 八幡神社　前 ：19 ：19 ：19 ：19 ：39 ：39 木 4 学園町郵便局　前 ：17 ：17 ：17 ：17 ：17 ：17 ：17 ：17 ：37

5 田嶋酒店　前【滝山交番斜め向い】 ：23 ：23 ：23 ：23 ：43 ：43 5 南部地域センター　前 ：20 ：20 ：20 ：20 ：20 ：20 ：20 ：20 ：40

曜 6 メガネのパリミキ　前【セブンイレブン横】 ：25 ：25 ：25 ：25 ：45 ：45 曜 6 第五小学校　北村歯科　前 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：23 ：43

7 アコレ　前【下里小前交差点横】 ：26 ：26 ：26 ：26 ：46 ：46 7 ラスティパーク　前 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：25 ：45

日 8 スーパーオザム　前 ：28 ：28 ：28 ：28 ：48 ：48 日 8 第八小学校入口　第３広場　前 ：27 ：27 ：27 ：27 ：27 ：27 ：27 ：27 ：47

9 トワーズ【パチンコ】　向い ：32 ：32 ：32 ：32 ：52 ：52 9 中央町地区センター　前 ：29 ：29 ：29 ：29 ：29 ：29 ：29 ：29 ：49

10 紳士服　青山　前 ：34 ：34 ：34 ：34 ：54 ：54 10 介護ショップたんぽぽ　前（ローソン隣） ：31 ：31 ：31 ：31 ：31 ：31 ：31 ：31 ：51

11 商工会館　前　【消防署並】 ：36 ：36 ：36 ：36 ：56 ：56 11 福祉施設　ひょうたん島　前 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：34 ：54

12 介護ショップたんぽぽ　前（ローソン隣） ：38 ：38 ：38 ：38 ：58 ：58 12 市役所　イトーヨーカドー駐車場入口　横 ：38 ：38 ：38 ：38 ：38 ：38 ：38 ：38 ：58

13 市役所　イトーヨーカドー駐車場入口　横 ：43 ：43 ：43 ：43 19:03 20:03 13 東久留米駅東口　ローソンショップ１００　前 ：44 ：44 ：44 ：44 ：44 ：44 ：44 ：44 19:04

14 東久留米駅東口　ローソンショップ１００　前 ：47 ：47 ：47 ：47 19:07 20:07 スポーツセンター 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:48 16:48 17:48 19:08

スポーツセンター ：51 ：51 ：51 ：51 19:11 20:11

時間 時　間

時　間 時　間


