
5/27用

【相生線】 【那比線】

バス停 登校 備考 バス停 下校 バス停 登校 備考 バス停 下校

車庫 6:50 車庫 10:30 車庫 7:10 車庫 10:35

小学校 ー 小学校 10:40 小学校 ー 小学校 10:40

中学校 ー 中学校 10:45 中学校 ー 吉野洞門北 10:43

鈴原 7:05 　　　　小２名 雛成下 10:50 中新宮 7:26 中２名 東乙原 10:45

腰細 7:07 　　　　小４名 雛成上 10:51 口新宮 7:31 中２名 名津佐 10:48

亀尾島中 7:14 　　　　小２名 亀尾島下 10:54 高畑 7:36 中２名、小１名 小学校 10:52

亀尾島下 7:18 中２名、小２名 亀尾島中 10:58 小谷通 7:37 　　　　小４名 中学校 10:54

雛成上 7:21 中１名、小１名 腰細 11:05 阿瀬尾 7:39 　　　　小１名 下森 11:00

雛成下 7:22 　　　　小２名 鈴原 11:07 那特支前 7:40 　　　　小３名 大平 11:02

中学校 7:27 小学校 11:11 二間手 7:42 中１名、小３名 二間手 11:03

小学校 7:29 中学校 11:13 大平 7:43 中１名、小１名 那特支前 11:05

向中野 7:37 中４名 向中野 11:21 下森 7:45 中１名 阿瀬尾 11:06

穀見・美吉野 7:40 中１名 穀見・美吉野 11:24 中学校 7:51 小谷通 11:08

東安久田 7:50 　　　　小２名 東安久田 11:34 小学校 7:53 高畑 11:09

西安久田 7:53 　　　　小２名 西安久田 11:37 吉野洞門北 7:56 　　　　小２名 口新宮 11:14

小学校 8:03 小学校 ー 東乙原 7:58 　　　　小５名 中新宮 11:19

中学校 8:05 中学校 ー 名津佐 8:01 　　　　小２名 小学校 ー

車庫 8:20 車庫 12:00 小学校 8:05 中学校 ー

車庫 8:07 車庫 11:40

事前登校第１日目（Aグループ）バス時刻表



5/28用

【相生線】 【那比線】

バス停 登校 備考 バス停 下校 バス停 登校 備考 バス停 下校

車庫 7:25 車庫 10:20 車庫 7:10 車庫 10:35

小学校 ー 小学校 10:40 小学校 ー 小学校 10:40

中学校 ー 中学校 10:45 中学校 ー 中学校 10:45

穀見・美吉野 7:40 中４名、小１１名 穀見・美吉野 10:53 上森 7:23 中２名、小１名 八幡駅前 10:54

小学校 7:46 小学校 10:59 下森 7:24 中１名、小１１名 中野 10:55

中学校 7:48 中学校 11:01 久造 7:26 　　　　小１名 小学校 11:02

向中野 7:56 　　　　小９名 向中野 11:10 寺本 7:28 　　　　小２名 中学校 11:04

小学校 8:05 小学校 ー 中学校 7:31 貝付 11:09

車庫 8:20 車庫 11:25 貝付 7:36 　　　　小１名 寺本 11:17

小学校 7:48 久造 11:19

八幡駅前 7:55 中１名 下森 11:21

中野 7:56 　　　　小９名 上森 11:22

小学校 8:03 小学校 ー

中学校 8:05 中学校 ー

車庫 8:06 車庫 11:35

事前登校第２日目（Bグループ）バス時刻表

※学校から向中野へは、国道経由で向かう。

　向中野のバス停は、稲成橋西詰交差点の駐車場前とし、

　バスは、その北側５０ｍ先にある左折路を使って方向

　転換する。

※午前下校時、学校から直接穀見美吉野へ向かう場合は、

　稲成橋東詰交差点でUターンしてバス停に向かう。


