
2021/2022シーズンばんジャニ４ジュニアスキースクールバス乗降場所

第　1 期 中央区・厚別区・清田区・北広島市 第　2 期 北区 第　3　期 白石区・豊平区 第　4  期 東区・南区 第　5　期 西区・手稲区

12月26日～29日 1月3日～6日 1月7日～10日 1月11日～14日 1月15日～18日

学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所

（曙小） ガリバー札幌石山通店前 あいの里西小 あいの里2条バス停付近 東橋小 セイコーマート菊水8条店前 丘珠小 中央バス丘珠高校前バス停 琴似小 第一生命前

大倉山小 荒井山バス停 あいの里東小 ＪＲあいの里公園駅前 大谷地小 学校前 開成小 コスモ脳神経外科前 琴似中央小 カツラ犬猫病院前

（大通小） 札幌大通高前 北九条小 学校前 上白石小 学校前 北小 ハッピー北30条店前 手稲宮丘小 ＪＲバス宮の沢３－３バス停

幌西小 学校前 教育大付属小中央バス教育大学前バス停 川北小 学校前 北園小 北園横断歩道橋前 手稲東小 歩道橋前

幌南小 エムズ南22条ビル前 光陽小 学校前 菊水小 ツルハドラック菊水元町店前 栄小 栄横断歩道橋横（丘珠空港線） 西園小 生鮮市場前

三角山小 ココス横 鴻城小 てるぬま歯科前 北郷小 コープさっぽろ北郷店前 栄西小 北４２条東３丁目バス停付近 西小 学校前

中 桑園小 学校前 幌北小 学校前 北白石小 学校前 栄町小 プロノ札幌本店前（札幌新道） 平和小 学校前

央 資生館小 学校前 篠路小 中央バスポンプ場バス停 幌東小 セイコーマート菊水8条店前 栄東小 学校前 西野小 ＪＲバス西野小前バス停

区 中央小 学校前 篠路西小 篠路５条１　バス停付近 白 白石小 乗善寺前 栄南小 学校前 西 西野第二小 ラッキー前

二条小 学校前 新琴似小 学校前 石 南郷小 サッポロドラッグストア本郷店前 栄北小 若林マンションＡ棟前 区 二十四軒小 ユニクロ札幌二十四軒前

日新小 D´レスティア北円山前 新琴似西小 ふれあいの杜歯科クリニック前 区 西白石小 セイコーマート白石中央店前 栄緑小 北５０条郵便局前 八軒小 ツルハドラッグ八軒4条店前

伏見小 伏見横断歩道橋前 新琴似南小 学校前 東川下小 学校前 札苗小 学校前 八軒西小 農試公園横

円山小 学校前 新琴似北小 学校前 東札幌小 日章中学校前バス停付近（南郷通） 東 札苗北小 学校前 八軒北小 ドコモショップ八軒店

緑丘小 ラルズマート啓明店前 新琴似緑小 中央バス新琴似１２－１０バス停 東白石小 東白石横断歩道橋 区 札苗緑小 スーパービッグ前 発寒小 学校前

宮の森小 学校横 北 新光小 学校前 （東米里小） 学校前 札幌小 学校前 発寒西小 ポテト歯科横

山鼻小 学校前（国道２３０号線） 区 新川小 学校前 平和通小 学校前 東光小 セームス・ローソン前 発寒東小 タイヤセレクト発寒前

山鼻南小 学校前 新川中央小 フラワーテニスクラブ前 北都小 興亜第一交通（株）白石営業所前 苗穂小 デイサービスセンターとまと前 発寒南小 留萌信金前

青葉小 学校前 新陽小 学校前 本郷小 畑歯科医院前 中沼小 学校前 福井野小 JRバス福井6丁目バス停（左股通）

厚別北小 ホクノースーパー前 太平小 学校前 本通小 白石郵便局前 東苗穂小 学校前 山の手小 学校前歩道橋付近

厚別通小 学校前 太平南小 学校前 南白石小 アサヒビール工場前 福移小 学校前 山の手南小 セイコーマート前（山の手通）

厚別西小 松勇寿司前 拓北小 学校前 米里小 学校前 伏古小 セブンイレブン前（北２４条通） 稲積小 ダイソー手稲前田店前

厚 厚別東小 学校前 屯田小 学校前 旭小 水車町5丁目バス停前 伏古北小 学校前 稲穂小 ＪＲバス車庫前（国道５号線）

別 大谷地東小 つぼ八大谷地店前 屯田北小 イトーヨーカドー屯田店前 あやめ野小 セブンイレブン前（白石藻岩通） 北光小 学校前（北１３条通） 新発寒小 学校前

区 上野幌小 学校前 屯田西小 セブンイレブン屯田6条西店前 しらかば台小 しらかば会館前 本町小 いけだ内科循環器クリニック前 新陵小 札幌秀友会病院前

上野幌西小 上野幌交番横（厚別中央通） 屯田南小 学校前 月寒小 ツルハドラック月寒店前 美香保小 スーパーエース前 新陵東小 ホンダカーズ札幌手稲前田店前

上野幌東小 学校前 白楊小 学校前 月寒東小 札幌リサイクルセンター横（白石藻岩通） 明園小 サッポロドラッグストア北１９条店前 手 手稲山口小 ＪＲバス東団地バス停

共栄小 学校前 茨戸小 学校前 東園小 学校前 元町小 札幌東郵便局前 稲 手稲西小 学校前

小野幌小 小野幌小学校バス停付近 北陽小 学校前 豊園小 学校前 元町北小 東徳洲会病院職員駐車場前 区 手稲中央小 もみの木歯科前

信濃小 学校前 百合が原小 セブンイレブン札幌百合が原店付近 豊 豊平小 豊平３－８豊平歩道橋前 北の沢小 学校前 手稲鉄北小 ＪＲバス前田変電所バス停

ひばりが丘小 学校前 和光小 学校前 平 中の島小 老人福祉センター前（中の島通） 澄川小 学校前 手稲北小 学校前

（もみじ台小） JRバスもみじ台東２丁目バス停 区 西岡北小 西岡第一病院前 澄川西小 朝日新聞販売店前（平岸通） 富丘小 富丘小学校前バス停

もみじの森小 学校前 西岡小 学校前 澄川南小 澄川南小学校バス停 西宮の沢小 ホンダカーズ札幌手稲宮の沢店前

（もみじ台南小）ゆいまーる・もみじ台前 西岡南小 西岡中学校前（五輪通り） 南 真駒内公園小光塩学園女子短大前 星置東小 手稲区土木センター前

もみじの丘小 セイコーマートもみじ台店前 東山小 セブンイレブン平岸４条店前 区 （真駒内小） 学校前 前田小 アオキ手稲前田店前

美しが丘小 学校前 羊丘小 セブンイレブン前 真駒内桜山小真駒内泉町郵便局前 前田中央小 学校前

美しが丘緑小 学校前 平岸小 平岸小学校前横断歩道橋 (真駒内緑小) 東急前 前田北小 学校前

北野小 北野３-２バス停 平岸高台小 こぐまの森プレイガーデン前 札幌南小 パールハイツ横（福住桑園通）

北野台小 東北野会館前 平岸西小 平岸中学校前 藻岩小 学校前

北野平小 北野博善斎場前 福住小 学校前（羊ケ丘通） 藻岩北小 川沿１条３丁目バス停

清田小 学校前 美園小 中央バス平岸５－８バス停 南の沢小 南の沢児童会館前

清 清田緑小 学校前 南月寒小 西岡保育園付近

田 清田南小 中央バス清田南小バス停 みどり小 豊平公園温水プール前

区 三里塚小 長田自転車店前

真栄小 真栄中学校前

平岡公園小 ライブヒルズ南バス停付近（青葉平岡通）

平岡小 学校前

平岡中央小 セイコーマート平岡７条店

平岡南小 学校プール横（厚別中央通）

北 大曲小 学校前

広 大曲東小 学校前

島 西部小 輪厚児童体育館横

※お近くの小学校及びその近辺が乗降場所になってます。

※学校名についてるカッコは旧小学校の名前です。

※申込状況や道路状況により乗降場所は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※乗降場所のご案内は運行の順番ではありません。送迎ルート及び時間は申し込み締め切後発送いたします「最終案内」にてお知らせいたします。

※バスにはGPSを搭載してますのでスマホでバスの運行状況が確認できます。（操作方法はゼッケンと一緒にお送りします）


