
A1 9:30 福住 － BANDE札幌北広島 真駒内南 元町北 B1 9:30 札幌西 － 上江別 共栄 米里

A2 9:45 真駒内南 － 元町北 福住 BANDE札幌北広島 B2 9:45 共栄 － 米里 札幌西 上江別

A3 10:00 前田北 － 福住 真駒内南 元町北 B3 10:00 星置 － 札幌西 共栄 米里

A4 10:15 BANDE札幌北広島 － 真駒内南 前田北 福住 B4 10:15 上江別 － 共栄 星置 札幌西

A5 10:30 元町北 － 前田北 BANDE札幌北広島 真駒内南 B5 10:30 米里 － 星置 上江別 共栄

A6 10:45 福住 － 真駒内南 元町北 前田北 B6 10:45 札幌西 － 共栄 米里 星置

A7 11:00 BANDE札幌北広島 － 前田北 福住 真駒内南 B7 11:00 上江別 － 星置 札幌西 共栄

A8 11:15 元町北 － 福住 BANDE札幌北広島 前田北 B8 11:15 米里 － 札幌西 上江別 星置

A9 11:30 真駒内南 － 前田北 元町北 福住 B9 11:30 共栄 － 星置 米里 札幌西

A10 11:45 元町北 － BANDE札幌北広島 連盟 前田北 B10 11:45 米里 － 上江別 連盟 星置

A1 13:30 札幌西 － 元町北 連盟 福住 B1 13:30 篠路 － BANDE札幌北広島 前田北 真駒内南

A2 13:45 福住 － 元町北 連盟 札幌西 B2 13:45 前田北 － 真駒内南 篠路 BANDE札幌北広島

A3 14:00 札幌西 － 前田北 福住 元町北 B3 14:00 篠路 － 真駒内南 連盟 BANDE札幌北広島

A4 14:15 福住 － 篠路 前田北 元町北 B4 14:15 BANDE札幌北広島 － 真駒内南 連盟 札幌西

A5 14:30 福住 － 前田北 連盟 BANDE札幌北広島 B5 14:30 篠路 － 札幌西 真駒内南 元町北

A6 14:45 BANDE札幌北広島 － 札幌西 連盟 福住 B6 14:45 元町北 － 前田北 真駒内南 篠路

A7 15:00 BANDE札幌北広島 － 福住 札幌西 真駒内南 B7 15:00 元町北 － 篠路 連盟 前田北

A8 15:15 真駒内南 － 札幌西 連盟 福住 B8 15:15 前田北 － 篠路 元町北 BANDE札幌北広島

A9 15:30 真駒内南 － 福住 連盟 札幌西 B9 15:30 元町北 － BANDE札幌北広島 篠路 前田北

A10 15:45 札幌西 － 福住 連盟 真駒内南 B10 15:45 前田北 － BANDE札幌北広島 篠路 元町北

A11 16:00 真駒内南 － 元町北 連盟 札幌西
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