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第 25回 

横浜オリエンテーリングクラブ大会 

プログラム 
 

 

2017年1 月8 日 (日) （荒天中止） 

 

開催地 神奈川県 横浜市青葉区・東京都 町田市 

会場 こどもの国 皇太子記念館 

主催・主管 横浜オリエンテーリングクラブ 

後援 神奈川県オリエンテーリング協会 

 

タイムテーブル 
 
08:30 駐車場 開場 

09:30 こどもの国 開場 

10:30 
デモンストレーション 

当日エントリー・代走申請締め切り 

11:00 
RL、RS クラス第 1 走者スタート、 

SLL クラス一斉スタート 

11:10 SL クラス一斉スタート 

11:20 SS、B、N クラス一斉スタート 

11:30 事前エントリーの入園券使用期限 

13:00（予定） 表彰式 

13:30（予定） 繰り上げスタート、地図販売開始 

14:45 フィニッシュ閉鎖 

16:30 こどもの国 閉場 
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25thYokohama Orienteering Club Competition  

January 8, 2017  

迷惑メール防止のため、＠マークは画像化してあります 

大会公式Web サイト 

URL：http://blog.livedoor.jp/yokohamaolc-25th/ 

横浜オリエンテーリングクラブWeb サイト 

URL：http://yolc.world.coocan.jp/ 
 

問い合わせ先 

   横浜オリエンテーリングクラブ大会 受付担当 

    e-mail : kanaol    freeml.com 

 

リレー走順変更 

1/5(木)まで可能です。 

方法は 7 ページ参照。やむをえない場合のみ

当日変更を受け付けます。 

入場券 

事前エントリー者は 11:30 までに入園する

必要があります。詳細は 3ページ参照。 

持ち物 

本大会ではナンバーカード（ゼッケン）を配布

します。服に留めるための安全ピンは各自でご

用意ください。 



Page 2競技責任者の石塚です。本大会にご参加いただき、ありがとうございます。

 アクセスに関する重要事項 

・こどもの国の入口には「正面入口」の他に「牧場口」がありますが、牧場口付近は競技エリアのため

牧場口からの入場は禁止します。 

・駐車場のご利用を希望される方には注意事項があります。下記アクセスマップを参照ください。 
 

 アクセスマップ 
 

 

 公共交通機関の時刻表 
 
念のため、ご自身でもこどもの国線や小田急バスの
時刻表をご確認ください。 
帰りの時刻表は 11 ページをご覧ください。 
 
×印…10:25 以降の電車・バスは、デモンストレーショ

ン（10:30）もしくは入園券期限（11:30）に間に合いま

せん。 

▼こどもの国線：長津田駅 時刻表 
 

時 分 

9 07  27  47 
9:27、47 が 

推奨時間です 
10 07  27× 47× 

11 07× 27× 47× 
 

▼小田急バス：鶴川駅 3番乗り場 時刻表 

※3番乗り場からはこどもの国を経由しないバス
も出発します。＜こどもの国経由＞と書かれた
バスにご乗車ください 

 

＜こどもの国経由＞奈良北団地 行き 

時 分 

８ 25  45 
9:25、45 が 

推奨時間です 
９ 25  45 

10 25× 45× 
 

公共交通機関

JR横浜線

ながつた

長津田駅

こどもの国線
・約7分
・160円

小田急小田原線
鶴川駅

バス停

鶴川駅
3番乗り場

バス停
こどもの国小田急バス

・約15分
・220円

東急田園都市線

東名
自動車道

一般道路
約7.5km

自家用車

横浜青葉IC

こどもの国
正面駐車場

開場 8:30～
駐車料金900円

正面入口

開場 9:30～

徒歩3分以内 青色テープ誘導
・0.5 km
・徒歩5分 会場

皇太子
記念館

記載している時間は、道路・電車の混雑状況により
変動することがあります。

こどもの国駅

一般道路

事前エントリーの参加者は、入口前で
役員から入園券を受け取ってください。
（～11:30）

正面駐車場へは鶴川方面から右折で入ることはできません。
長津田・青葉台方面より左折で入場ください。（詳細は以下の周辺地図を参照ください）

牧場口駐車場は利用しないでください。
正面入口から遠いです。

1 会場へのアクセス 
Access to Race Venue 

スリーエフ

こどもの国
テープ誘導路外は

競技エリアのため立入禁止

こどもの国駅

正面駐車場
北側(鶴川方面)からの
右折入場はできません

バス停：こどもの国

正面入口

入園券を入手して進む

会場
皇太子記念館

園内は
青色テープ誘導

200 m0

牧場口駐車場

使用しないで
ください

牧場口

入場禁止

長津田・青葉台方面

鶴川方面

139

歩道橋



Page 3本大会のテレイン「こどもの国」で大会を開催するのは、1991年以来26年ぶりとなります。

 入園料 

こどもの国への入場には、入園券が必要です。 

▼事前エントリー（通常／遅れ）の参加者 

参加費と一緒に入園料を既にいただいております。

入口前で大会役員が入園券を配布しますので、受け

取りの上で入園ください。この入園券は、当日午前

11:30までの入園に有効です。それ以降の入園には

使用できませんので、ご注意ください。 
 

※ N クラスでグループでの出走をされる場合、入園

料は 1 人分しかお支払いいただいておりません。

2 人目以降の入園料は各自でお支払いください。 

▼当日エントリーの参加者、および付きそいの方 

入口横のこどもの国受付にて入園券が販売されてい

ます。購入の上で入園ください。 
 

入園料 

おとな（高校生以上） 600 円 

小学生・中学生 200 円 

幼児（3 歳以上） 100 円 

 

 

 
 

 競技形式 

ポイントオリエンテーリング 

3 名によるリレー競技 一部クラスは個人競技 
 

 スタート方式 

リレー競技、個人競技ともに一斉スタートです。 
 

 使用地図 
 

 縮尺 1:5000 

 等高線間隔 2.5 m 

 走行度 4 段階表記 

 地図サイズ B4 縦 

 地図表記 JSSOM2007 準拠 

 耐水性 チャック付き透明ポリ袋入り 

 コントロール 

位置説明 

JSCD2008 準拠 

（N クラスは日本語併記） 

＜特殊記号＞ 

一部事例は次ページに写真付きで掲載します。 

 自転車専用道路（通行禁止） 

 目立つ樹木（大／小）／目立つ切り株 

 水飲み場、井戸ポンプ、消火栓とホース格納庫 

 パーマネントコースのフラッグ、ディスクゴル

フのバスケット、バスケットボールのゴール 

× 
石碑、小遊具、モニュメント、 

時計塔、旗掲揚ポール、配電盤 

 線状遊具（すべり台など）（通行禁止） 

 大型遊具、遊具広場、花壇、特別管理区域 

（立入禁止） 

 地下倉庫入口／換気塔 

＜通行禁止記号＞ 

本大会はスプリント競技ではありませんが、スプ

リント仕様の地図表記（JSSOM2007 準拠）となっ

ております。よって、以下の通行禁止記号で記載さ

れた特徴物を通過した場合失格となりますのでご注

意ください。 

また、該当する通行禁止記号の向こう側にコント

ロールが存在する場合、通行禁止記号を横切っての

パンチ（柵のすきまからパンチするなど）は失格と

なります。 
 

※ 黒の細線で書かれた崖や壁、柵は通行可能です。 
 

JSSOM2007 での通行禁止記号 

 通過不能の崖・壁 

 通過禁止の柵 

 通過禁止の植生（垣根など） 
 

左記の特殊記号の中にも通行禁止記号があります。

合わせてご注意ください。 
 

 服装・装備 

・ピン付きスパイクシューズの使用は禁止します。 

・それ以外の制限はありませんが、レース中は下

草が発達した場所を通ることがありますので

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

2 競技情報 
Competition Information 
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＜特殊記号の例＞ 

✕（水色）の表記 

   

井戸ポンプ   消火栓とホース格納庫  水飲み場 
 

〇（黒色）の表記 

   

パーマネントコースのフラッグ ディスクゴルフのバスケット バスケットボールのゴール 
 

線状遊具（    の表記・通行禁止） 

  

線状遊具（例 1）   線状遊具（例 2） 
 

大遊具（   の表記の一例・立入禁止） 

   
大型遊具（例 1：迷路）  大型遊具（例 2）   遊具広場 

（広場内の小遊具は記載せず） 
 
 
 



Page 5本テレインは近隣住民の憩いの場。子供の頃来たことがある、という方も多いようですね。

×（黒色）の表記 

   

石碑（例）   小遊具（例 1）   小遊具（例 2） 
 

   
モニュメント（例 1）  モニュメント（例 2）  モニュメント（例 3） 
 

   

時計塔    旗掲揚ポール 3 本  配電盤 
 

地下倉庫入口（  の表記）／換気塔（  の表記） 

   

地下倉庫入口   倉庫換気塔（例 1）  倉庫換気塔（例２） 
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 クラス毎のコース情報／競技時間 
 

クラス 

分類 
クラス 

距離 

[km] 

登距離 

[m] 

優勝設定 

時間 

当日 

エントリー 

一斉 

スタート時刻 
競技時間 

リレークラス 
RL 4.6 ₋ 4.7 200 35 分×3 人 × 

11:00 

225分 

※フィニッシュ閉鎖 

(14:45) まで 

RS 3.2 ₋ 3.3 130 25 分×3 人 × 

個人クラス 

SLL 13.9 595 110 分 × 

SL 4.6 ₋ 4.7 200 35 分 〇 11:10 

90 分 
SS 3.2 130 25 分 〇 

11:20 B 2.5 80 20 分 〇 

初心者クラス N 2.0 60 ― 〇 
 

・申し込み人数が多かったため、SL クラスは複数ク

ラスに分割します。クラス分割結果（誰がどのク

ラスを走るか）はレース前の公表を行いません。 

・優勝設定時間が要項から変更されているクラスが

あります。 

 

・距離はスタートから全てのコントロールを経由し

たフィニッシュまでの直線距離、登距離は最速と

予想されるルートでの値です。 

・競技時間を超えた選手は失格となります。その場

合は、競技中でも速やかにフィニッシュに向かっ

てください。 
 
 

 テレイン／コースプロフィール 

多摩丘陵の雑木林をそのまま生かした自然の

遊び場であり、近隣住民に親しまれています。外

周道路の内部は、雑木林をぬうように散策道路が

縦横に通じており、斜面は急峻な箇所も一部見ら

れます。パーク、フォレスト両方の特徴を合わせ

持つテレインです。 

全クラスを通して、多くのコントロールは簡単

な位置に設定されています。しかし L、S クラス

では多くのレッグに複数のルートが存在し、ルー

トチョイスが勝敗を分けるかもしれません。 
 

 ナンバーカード／地図配布 

本大会では、スタート前に受付横にて布製のナ

ンバーカード（ゼッケン）、および大会使用地図を

配布します。 

ナンバーカードは胸の見やすい位置に水平に

付け、安全ピンで四隅を固定してください。安全

ピンは各自で準備願います。 

地図は、右図のように丸まった状態で配布され

ます。リレークラスについては 3 枚まとめて配布

されます。地図はスタートするまで見てはいけま

せん。紙テープはスタートしてからはがしてくだ

さい。スタート前に紙テープをはがしてしまった

場合、失格とすることがあります。また、間違っ

た地図を使用（例：1走なのに 3 走の地図で走っ

た）すると失格となります。 

 
 

 

 

1 0 1 1
1

3 0 1 2
3

ナンバーカードの例
SLLクラスの
ナンバーカードの例

クラスNo.

チームNo.

走順
（個人クラスは ₋ 表記）

※文字色は、1走：黒、2走：青、3走：赤

地図は1枚ごとに紙テープで留めてあります

ご自分のNo.の書かれた地図を使用ください
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 コントロール通過証明 

・SPORTIdent 社製の電子パンチングシステム（SI）

を採用します。選手が持つ SI カードを各コント

ロールに設置してあるユニットに差し込む（パン

チする）ことでコントロール通過が成立します。 

・ユニットに SI カードを差し込んだ際「ピッ」とい

う音と共にユニットの赤いランプが点灯します。

音、またはランプの光が確認できない場合は SI カ

ードに通過記録が残らないのでご注意ください。 

・コントロールによっては、2 つのユニットが設置

されていることがあります。どちらにパンチして

も問題ありません。 

・間違ったコントロールでパンチしてもユニットか

ら音と光は出ます。パンチに不安がある場合は、

同一コントロールで 2回以上パンチしても問題あ

りません。 

・ユニットの見本を会場付近に設置しますのでご確

認ください。SI カードの使い方が不明な方は、当

日受付にお問い合わせください。 
 

 走順変更 

リレークラスについては、エントリー時に記載

した走順を変更することができます。変更する場

合は、本プログラム表紙記載の問い合わせ先に電

子メールで申請ください。問題ない場合、1 日以

内に競技責任者より受理の返信をいたします。 
 

 

なお「当日 1 走が遅刻する」などの緊急の理由

が発生した場合に限り、当日 10:30 までの走順

変更を認めます。その場合は受付に申請ください。 
 

 代走 

全クラスで代走は可能としますが、参考記録と

なります。代走希望時は、大会当日 10:30 までに

受付に申請ください。 
 

 テープ誘導一覧 
 

 青色 競技前：こどもの国正面入口～会場 

 
赤色 

競技中：スタート地区～スタートフラッグ 

    最終コントロール～フィニッシュ 
 

 競技上の注意 

・競技の公平性を保つため、本大会前のオリエンテ

ーリングを目的とした「こどもの国」への入場を

禁止します。 

・会場内に公式掲示板を設置します。プログラム発

行後の変更点や連絡等、参加者に対する公式な情

報は全てこの掲示板によって通知します。出走前

に必ず内容をご確認ください。 

・テレイン内には公園を散策している一般の方もい

ます。また、園の巡回車や汽車型バス「あかポッ

ポ号」も走っています。衝突等には十分ご注意く

ださい。特に、リレーのチェンジオーバー直後に

次走者があかポッポ号と鉢合わせになる可能性が

あります。詳細は 10 ページをご覧ください。 

・テレイン内に給水所・救護所は設けません。会場

で簡単な救護は行えますので、怪我をされた方は

受付までお越しください。 

・競技中、SI カードなどの落し物を発見した場合、

近くのコントロールに置き、フィニッシュ後に申

告してください。 

・樹木を傷つける等、自然を損なう行為はしないで

ください。 

・大会中、競技前の選手と競技中・競技後の選手が

接触する可能性がありますが、情報交換等の行為

は行わないでください。不正が判明した場合は失

格となります。ただし、スペクテーターズコント

ロールにおいて、パンチ忘れをした選手への指摘

は認めます。 

・怪我人・病人を見つけた場合は、場所、状況等を

最寄りの役員あるいは大会本部にお知らせくださ

い。怪我人・病人の救助は最優先してください。 

・園内の売店では「こどもの国」のパーマネントコ

ースの地図が販売されておりますが、競技前の地

図購入は禁止します。 

 

＜変更申請要件＞ 

メールタイトル：走順変更 

記載内容：以下 3 点が分かるように記載をお願

いします。 
 

・チーム名とチーム No. 

・変更前の走順および 3 人分の氏名 

・変更後の走順および 3 人分の氏名 

申請期限：2017 年 1 月 5 日（木） 



Page 8ところで、本大会でも幾多の没コースが生まれました。いつか日の目を見せてあげたい…。

 

 競技の流れ 

 

 会場 

 
 

 受付・配布物 

・当日エントリー希望の方、事前エントリーに不備のあった方は受

付にお越しください。 

・事前エントリーに不備の無い方は、受付そばに配布物置き場を用

意しますので、右記の配布物をもっていってください。 

・SLL クラスの 2、3 周目用の SI カードは前周のフィニッシュ時

に配布します。 

正面入口

開場 9:30～

青色テープ誘導
・0.5 km
・徒歩5分 会場

皇太子
記念館

・ナンバーカード・地図を受け取る
・公式掲示板確認
・10:30～ デモンストレーション実施

競技

スタート地区～スタートフラッグ、
最終コントロール～フィニッシュ

赤色テープ誘導
スタート地区
(会場すぐ横)

フィニッシュ
(会場すぐ横)

フィニッシュ閉鎖時刻

14:45

青色テープ誘導

正面入口より

最終コントロール

最終コントロール～フィニッシュ

赤色テープ誘導

テープ誘導より東側は競技エリア

スタート地区
～スタート（△マーク）

赤色テープ誘導

トイレ

更衣室入口
（男子／女子）

次走者待機枠

会場

受付・
計算センター

リレー第1走者、
個人競技スタート地区

スペクテーターズ
コントロール

フィニッシュ 競技エリア
（立入禁止）

競技エリア
（立入禁止）

・自身のレース後は、競技エリア内へ立ち入り可能です。
競技エリア内の売店などを利用することができます。
・ただし、観戦や応援は競技エリアでは行わないでください。

3 受付・競技の流れ 
Reception, Flow of Competition 

＜配布物＞ 

・ナンバーカード 

・競技用の地図 

・各自のレンタル SI カード 

（レンタル希望者のみ） 

・SI 紛失防止用ゴムひも 
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 当日エントリー 

 9:30～10:30 

・事前エントリーをせずに大会参加を希望される

方は、受付にて当日エントリーを行ってくださ

い。SLL クラス以外の個人クラスに参加するこ

とができます。 

・個人所有の SI カードは使用できません。 

・用意する地図の枚数に限りがありますのでお早

めにお申し込みください。 

・N クラスはグループ参加可能です。 
 

クラス 参加費 

SL 
大人 2,200 円、 

高校生以下 1,200 円 
SS 

B 

N 全年齢で 1 グループあたり 500 円 
 

 緊急走順変更申請／代走申請 

 9:30～10:30 

7 ページに記載の通り、受付にて申請することが

できます。 
 

 コンパス／SI カード当日レンタル 

・コンパスや（レンタル申し込みをしていないが）

SI カードを忘れてしまった方に貸し出しを行

います。コンパスは無料、SI カードは 200 円

で貸し出します。 

・競技後、コンパスは受付、SI カードは記録読み

取り時に計算センターで回収します。 
 

 デモンストレーション 

 10:30～ 

・競技会場で、デモンストレーション（競技説明）

を行います。 

・前走者が来る方向、チェンジオーバーの方法、

次走者進行方向等を確認できます。 
 

 スタート（全員共通事項） 

・自分の地図、ナンバーカード、および SI カード

のない選手は出走できません。 

・スタート地区では役員の指示に従って SI カー

ドのクリアとチェックを行ってください。 

・地図の紙テープはスタート後に破いてください。 

・スタート後、赤色テープ誘導に従って進み、ス

タートフラッグ（地図上の△）を通過してくだ

さい。これに従わなかった場合は失格とします。 

（あかポッポ号接近時（10 ページ参照）のみ例外） 

・一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通

過するか、何らかの方法で SI カードをフィニ

ッシュに提出してください。提出がない場合は

未帰還者として捜索の対象となります。 
 

 リレー第 1 走者スタート／ 

個人競技スタート 

 ＜10分前集合です＞ 

11:00 RL、RS、SLLクラス 

11:10 SLクラス 

11:20 SS、B、Nクラス 

・リレー第 1 走者および個人競技出場者は、スタ

ート時刻の 10 分前にスタート地区に集合して

ください。 

・スタートに遅刻した場合は、役員に申し出てく

ださい。遅刻スタートは可能ですが、記録は本

来のスタート予定時刻から算出します。 
 

 リレー前走者接近情報 

・会場からは、前走者が会場付近のスペクテータ

ーズコントロールを通過するのを確認するこ

とができます。 

・スペクテーターズコントロール通過後、フィニ

ッシュまでの所要時間は約 5 分です。 

・スペクテーターズコントロールでの選手のパン

チ忘れを外部から指摘することは認めます。 
 

 チェンジオーバー 

・次走者待機枠入口で各自 SI カードのクリアと

チェックを行ってください。チェックステーシ

ョンが反応しない場合は、役員に申し出て交換

を行ってください。 

・チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触を

もって行います。 

・次走者が次走者待機枠に居ない場合は、その場

で役員に申し出て、指示に従い次走者を待って

ください。チェンジオーバーを行うまでパンチ

ングフィニッシュをしてはいけません。 

・失格となったチームもチェンジオーバーを行う

ことができます。 
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・チェンジオーバー直後に、スタートまでの誘導

路において園内を走行する汽車型バス「あかポ

ッポ号」と鉢合わせることがあります。その場

合は、あかポッポ号の通行を優先してください。

そのために赤色テープ誘導を一部迂回するこ

とは認めます。 
 

※あかポッポ号通過時刻（予定） 

11:14、11:49、12:29、13:09、13:49 
 

 

 SLLクラスのルール 

・SLL クラスは、リレー3 周分のコースを 1 人で

走る、俗にいう鉄人クラスです。 

・SI カードは各周で１個、合計３個使用します。 

・各周のフィニッシュユニットにパンチ後、役員

が地図と SI カードを回収し、次周の地図およ

び SI カードを配布します。 
 

 フィニッシュ 

・フィニッシュは会場に設営します。 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤色

テープ誘導に従って進んでください。これに従

わなかった場合は失格とします。 

・パンチングフィニッシュとします。フィニッシ

ュ後は追い越し禁止とします。 

・役員の指示に従い SI カードを提出してくださ

い。レンタル SI カードは、記録の読み取りを行

った後に回収します。SIカードを提出できない

場合は失格とします。 

・フィニッシュ時に地図を持っていない場合は失

格とします。SLL 以外のクラスでは地図回収は

行いません。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 14:45 です。競技途中

であっても、この時刻までにはフィニッシュを

通過してください。 
 

 繰り上げスタート 

 13:30～（予定） 

・13:30 に未出走者の繰り上げスタートを行いま

す。ただし、当日の進行状況によって時刻を変

更する場合があります。変更の場合は会場にて

放送を行うので、放送内容にご注意ください。 

・繰り上げスタート時刻の 10 分前までに、チェ

ンジオーバーできなかったすべての選手は、次

走者待機枠に集合してください。繰り上げスタ

ート時刻に遅刻した選手は出走できません。 

・繰り上げスタート対象でありながら出走しない

場合は、必ず次走者待機枠の役員に申し出てく

ださい。 

・次走者待機枠集合後も、繰り上げスタート時刻

まではチェンジオーバーが可能です。 

・繰り上げスタートをしたチームは参考記録とし

ます。 
 

 地図販売 

 繰り上げスタート後（13:30～ 予定） 

・受付にて、本大会事前エントリーをされた方で

全コントロール図の購入希望をされた方に、全

コントロール図を配布します。 

・余ったコース地図を 250 円で販売します。 
 

 成績速報 

・会場内に用意する速報所に随時掲示します。 

・速報結果に疑問のある方は受付までお問い合わ

せください。 
 

 表彰式 

 成績確定後（13:00～ 予定） 

・各クラスの上位を表彰します。また、特別表彰

（女性のみのチーム、年齢別表彰など）も実施

予定です。 

・当日エントリーも表彰対象となります。 
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 大会の開催中止判断 

当日著しい荒天となった場合、その他の理由に

より主催者が参加者の安全を確保できないと判

断した場合、または交通機関のトラブルなどによ

り参加者の大半が来場できないと予想される場

合は、大会を中止する場合があります。 

中止の場合は、当日朝 7 時までに大会 Web サ

イト（表紙参照）にて発表します。 
 

 大会全般の注意事項 

・駐車場内、会場内での事故や盗難、参加者の不

注意または故意によって生じた怪我、損害（公

園施設、第三者に与えたものも含む）等につい

ては、主催者ならびに公園管理者は一切責任を

負いません。 

・本大会への参加者や観戦者は、競技の様子とし

て、また競技や会場の風景として、主催者に撮

影されることがあります。本大会で撮影した写

真は、オリエンテーリングの普及・広報活動（新

聞、雑誌、広報誌、Web サイト、チラシ等）の

ために利用させていただくことがあります。 

・会場内は火気厳禁です。 

・本大会の事前申し込み者（生年月日申告済みの

方）は傷害保険に加入していますが、十分な額

ではありません。万が一怪我をしてしまった場

合に備え、保険証またはそのコピーをご持参く

ださい。 

・貸し出したコンパス・SI カードを破損・紛失し

てしまった場合は弁償金として実費（コンパス

は 2000 円、SI カードは 4000 円）をいただく

場合があります。破損・紛失しないようご注意

ください。 

・健康状態が思わしくないときの出走はやめまし

ょう。またレース中、具合が悪くなった場合は、

途中でも競技をやめる勇気をもってください。 

・お帰りの際は忘れ物にご注意ください。会場に

忘れ物があった場合には大会 Web サイト（表

紙参照）にて公開します。 

 帰りの公共交通機関の時刻表 

念のため、ご自身でもこどもの国線や小田急バス

の時刻表をご確認ください。 

▼こどもの国線（長津田方面） 

：こどもの国駅 時刻表 
 

時 分 

13 17  37  57 

14 17  37  57 

15 17  37  57 

16 18  38  58 
 

▼小田急バス（鶴川駅方面） 

：こどもの国 時刻表 
 

鶴川駅 行き 

時 分 

13 18  58 

14 18  58 

15 18  58 

16 18  38  58 
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Other Information 
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