
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

小塩町　　　　　　　　発
13:00

南部会館　　　　　　 発
13:00

地車小屋　　　　　　発
13:00

東会所　　　　　　　発
13:00

地車小屋　　　　　　発
13:00

旧マルサ前交差点　　　左折
13:00

ﾌｫﾚｽﾄ前右折　ｱｽﾞﾍｱｰ右折
アズヘアー右折
東ロータリー裏住宅左折

きんぐ前左折
～ 駐輪場前左折 地球屋左折　　森花電気右折 大阪屋左折～高野街道

片添駐輪場　　　　　左折
駅裏セブイレ右折
アズヘアー左折 きんぐ前右折～ｱｽﾞﾍｱｰ左折 森花電気横　着 三日市駅前通過 地車小屋　　　　　　発

キング前交差点　　　左折 ローソン　　　　　　着 ﾌｫﾚｽﾄ前右折～ローソン着 森花電気横　発　高野街道 やなせ薬局　　　　　左折 R喜多町　　　　　　左折
14:00

片添駐輪場　　　　　左折
14:00

ローソン　　　　　  発
14:00 ロ－ソン発

～駅前ロ－タリ－前右折
14:00 ローソン着

ローソン発
14:00

森花電気　　　　折り返し
14:00

郵便局前　　　　　　右折
キング前交差点　右折
アズヘアー　　　左折

とうりゃんせ右折
ローソン右折 にくまさ前右折

とみやま歯科着
とみやま歯科発 烏帽子形神社　　　　右折

14:30 ﾌｫﾚｽﾄ前　　　左折
とうりゃんせ右折
ローソン右折 旧ＵＦＪ右折～ﾌｫﾚｽﾄ右折 ﾌｫﾚｽﾄ右折～三日市駅筋右折 やなせ薬局　　　　　左折 本現寺前　　　　　　通過

駅前ロータリー　　通過
とうりゃんせ右折
ローソン右折 国道通行 ～ 旧UFJ右折 ﾌｫﾚｽﾄ右折～三日市駅筋右折 西條大橋下　　　　　着

15:00
ローソン　　　　　　着

15:00
ローソン　　　　　　着

15:00 フォレスト左折
～駅前ロータリ－前折り返し

15:00 ローソン着
ローソン発

15:00
セブンイレブン東片添　着

15:00
西條大橋下　　　　　発

とうりゃんせ左折
三日市中央右左折 ローソン　　　　　　発 フォレスト前右折 三日市駅筋左折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 休憩
とうりゃんせ左折
三日市中央左折

とうりゃんせ左折
三日市中央左折 楠公通学橋右折　　　　　　　 三日市駅筋左折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 セブンイレブン東片添　発 寺元リハビリ病院　通過

駅前ロータリー　　通過
とうりゃんせ左折
三日市中央左折 きんぐ前左折 旧高野街道曳行～郵便局左折 イズミヤ　　　　　　着

16:00
南部会館　　　　　　 着

16:00
油屋 　　　　　　　 着

16:00
東会所　　　　　　　着

16:00
地球屋　　　　　　着

16:00 16:00
イズミヤ　　　　　　発

新町交差点　右折 R喜多町　　　　　　右折

地車小屋　　　　　　着

小塩町交差点　　　　左折
17:00

南部会館　　　　　　 発
17:00

油屋 　　　　　　　 発
17:00

東会所　　　　　　　発
17:00

地球屋　　　　　　発
17:00

小塩町　　　　　　　着
17:00

三日市交差点右折
日野谷呉服店左折 やなせ薬局右折～油屋折り返し 森花電気左折　高野街道

油屋通過 阪川鉄工　　　折り返し やなせ薬局右折 ベルコ前左折～門林電装右折
地車小屋　　　　　　発
R喜多町　　　　　　左折

西ロータリー前　　　右折 旧高野街道通行 小塩町　　　　　　　発 森花電気　　　　　通過
18:00

喜多町踏切手前     折り返し
18:00

フォレスト　　　　通過
18:00

高野街道曳行
18:00 フォレスト右折

ローソン着
18:00

小塩町交差点　　　　　右折
18:00

三日市元交番　　　通過

にくまさ前　　　　　着 大阪屋　　　　　　　左折 ロ－ソン　　　　　　着

油屋             　 通過 あかさか右折～国道通行 にくまさ前～高野街道曳行 ローソン　　　　　  発 立志館　　　　　　　左折

ガスト　　　　　　　着 西ﾛｰﾀﾘｰ左折 フォレスト前　左折 ローソン前　　　　折り返し
19:00 日野谷呉服店右折

三日市中央交差点左折
19:00 19:00

ﾌｫﾚｽﾄ前右折～楠公通学橋右折
19:00

旧高野街道通行
19:00

大阪屋　　　　　　　右折
19:00

ローソン　　　　　  発

大阪屋右折　ｶﾞｽﾄ右折 ガスト　　　　　　　発 きんぐ前左折 　　 　着 郵便局　　　　　　左折 小塩町交差点　　　　左折 三日市元交番　　　通過
ローソン右折
三日市中央交差点直進 ﾛｰｿﾝ右折～フォレスト左折 きんぐ前 　　 　　　発 会所前　　　　　　通過 アルス三日市前　折り返し 森花電気　　　　　通過

駅前ロータリー周回 東会所　　　　　　　着 三日市小学校　　折り返し 小塩町交差点　　　　左折 河内長野郵便局裏　通過
20:00

南部会館　　　　　　 着
20:00

地車小屋　　　　　　着
20:00 20:00

地車小屋　　　　　着
20:00

地車小屋　　　　　着
20:00

地車小屋　　　　　　着

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

　ローソン・フォレスト周り曳行

　ロ－ソン駐車場　停車

平成３０年度三日市だんじり祭り 曳行予定表　　　　　試験曳き　９月２３日（日）　
南　部 北　部 片　添 上　田 小　塩 喜　多



6:00
南部会館　　　　　　 発

6:00
だんじり小屋　　　　発

6:00
東片添集会所　　　 発

6:00 6:00 6:00

三日市交差点右折
Az hair右折 きんぐ前交差点　　左折

片添駐輪所　　　　　通過 三日市東ロータリー　通過 中片添交差点　　　左折
6:30

アーバン前交差点　左折
7:00

赤坂上之山神社　　 着
7:00 7:00

神社下交差点　　　右折
7:00

だんじり小屋　　　　発
7:00 7:00

赤坂上之山神社　　　着
三日市小学校右折～
部谷工務店通過

赤坂上之山神社　　　着 三日市小学校　　　左折 小塩町会所　　　　 発

地球屋右折～夜警小屋左折
8:00 8:00 8:00 8:00

郵便局前　　　　　通過
8:00

小塩交差点 　　　左折
8:00

だんじり小屋　　　　発

烏帽子形神社　　　着
大阪屋左折
～三日市駅通過 郵便局裏　　　　　右折

赤坂上之山神社　　 発 赤坂上之山神社　　　発 赤坂上之山神社　　　発 烏帽子形神社　　　着 烏帽子形神社　　　　着
片添駐輪場右折
Az hair右折 アーバン前交差点　　右折

9:00 川西邸折り返し
ﾌｫﾚｽﾄ前右折

9:00
東ﾛｰﾀﾘｰｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　　着

9:00
中片添町会　　　　　通行　　　　

9:00
烏帽子形神社　　　発

9:00 9:00

ﾛｰｿﾝ直進～松本邸折り返し チェリータウン　曳行 烏帽子形神社　　　発

ローソン　　　　　　右折
中片添交差点左折
新町橋交差点右折 地球屋　　　　　右折 高野街道　　通行 烏帽子形神社　　　　発

三日市西住宅　　 　着 池　通過 ヤナセ薬局　　　　左折 増福寺手前　　　　左折
10:00

三日市西住宅　　　 発
10:00

東ﾛｰﾀﾘｰｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　　発
10:00

国道通行　にくまさ前 着　
10:00

烏帽子台　　　　　着
10:00 10:00

地球屋左折～住宅地経由
ガスト右折
加賀田米穀店折り返し アズヘアー左折～ﾌｫﾚｽﾄ右折 三日市東ロ－タリ－　通過 烏帽子形神社　　　右折

ガスト左折 ローソン直進　 ローソン左折～ガスト右折 にくまさ前　　　　 　発 烏帽子台発 新町橋交差点　　　右折 本現寺前　　　　　通過

吉川眼科前　休憩 小塩交差点　　　　左折 西ロータリー前　　　左折 部谷工務店通過 小塩交差点 　　 　左折 西條大橋下　　　　到着
11:00 とうりゃんせ直進

コーヒー店　右折
11:00

アルス前　　　　折り返し
11:00

ローソン前　　　　　左折
11:00

ローソン通過～ﾌｫﾚｽﾄ前左折
11:00

小塩町　　　　　　着
11:00

西條大橋下　　　　　発
フォレスト前　右折
ローソン　　　右折 国道通行　にくまさ前左折 旧高野街道曳行 だんじり小屋　　　　着

フォレスト前　左折 小塩交差点右折～ガスト左折 西片添集会所　　　　着 喜多町踏切左折～ﾍﾞﾙｺ前左折

駅前ロータリー  　周回 ローソン右折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 門林電装右折～森花電気右折 小塩町　　　　　　発
12:00

南部会館　　　　　 着
12:00

油屋　　　　　　　　着
12:00 12:00

地球屋　　　　　　着
12:00

あかさか　　　　　左折
12:00

三日市町駅　　　　通過

西片添集会所　　　　発 だんじり小屋　　　　発
駅前ロ－タリ－前左折　　　　～
フォレスト前右折 寺元リハビリ病院　通過

13:00
南部会館　　　　　 発

13:00
油屋　　　　　　　　発

13:00
やなせ薬局　　　　　左折

13:00 13:00
ヤナセ薬局　　　　左折

13:00
河内長野駅前　　折り返し

三日市交差点左折
日野谷呉服店左折 油屋　　　　　　　　通過 森花電気　　　　　着 長野第二踏切　　　通過

森花電気　　 　　　　着 郵便局　　　　　　  着 森花電気　　　　　　着 地球屋　　　　　　発 森花電気　　　　　発 郵便局　　　　　　  着

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

（連合パレード）      （連合パレード）      （連合パレード）      （連合パレード）      （連合パレード）      （連合パレード）
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

三日市東ロータリー　発
16:00 As hair左折

三日市交差点左折
16:00

三日市東ロータリー　発
16:00

三日市東ロータリー　発
16:00

三日市東ロータリー　発
16:00

三日市東ロータリー　発
16:00

三日市東ロータリー　発

大阪屋右折　ガスト右折 フォレスト　　　　　左折 きんぐ前交差点　　左折 ロ－ソン　　　　折り返し 立志館ゼミナール　右折 たけよし前　　　　右折
ローソン右折
駅前ロータリー周回 あかさか　　　　　　右折 東片添集会所　　　　着 ﾌｫﾚｽﾄ左折～森花電気左折

大阪屋　　　　　　右折
小塩町交差点　　　左折 三日市元交番　　　通過

南部会館　　　　　　 着 ロ－ソン　　　　　　右折 地球屋　　　　　　着 小塩町　　　　　　　着 森花電気前　　　　通過
17:00 17:00

フォレスト　　　　　左折
17:00 17:00 17:00 17:00

だんじり小屋　　　　着

油屋　　　　　　　　着 東片添集会所　　　　発

きんぐ前交差点　　　右折
18:00

南部会館　　　　　　 発
18:00 18:00

ｱｽﾞﾍｱｰ左折～やなせ薬局右折
18:00

地球屋　　　　　　発
18:00

小塩町　　　　　　　発
18:00

だんじり小屋　　　　発
駅前ロータリー右折
あかさか折り返し 油屋　　　　　折り返し 森花電気　　　　　左折 小塩町交差点　   　右折 寺元リハビリ病院　通過

高野街道新住宅　折り返し 油屋　　　　　　　　発 高野街道曳行 大阪屋　　 　　  　左折 河内長野駅前　　　　着
高野街道曳行
～やなせ薬局右折 喜多町ファミマ　　　着 ﾔﾅｾ薬局左折～森花電気通過 河内長野駅前　　　　発

19:00
駅前ロータリー周回

19:00
森花電気　　　　　折り返し

19:00
ﾌｫﾚｽﾄ前左折～西ﾛｰﾀﾘｰ前右折

19:00 19:00
伏見の辻　　　　折り返し

19:00
長野第二、第三踏切　通過

フォレスト前　右折
コーヒー店　左折 にくまさ前　　　　　着 森花電気前　　　　通過

とみやま歯科　着 コーヒー店前　着 三日市元交番　　　通過

にくまさ前　　　　　発 ローソン　　　　　着 たけよし前　　　　右折
20:00 20:00

コーヒー店前　発
20:00

西ロータリー前　　　左折
20:00

喜多町ファミマ　　　発
20:00 20:00

ローソン　　着

とみやま歯科　発 ローソン前　　折り返し ローソン　　　　　　着 喜多町踏切　　　　通過
とうりゃんせ左折
ローソン左折 西ロータリー　通行 グリーンマンション　着

駅前ロータリー周回 アズヘアー　右折 ローソン発～ﾌｫﾚｽﾄ前左折 グリーンマンション　発 ローソン　　　　　発 ローソン　　　　　　発
21:00 フォレスト前　右折

アズヘアー　右折
21:00

東ロータリー　着
21:00

Ａｚ　hair　　　　　右折
21:00

喜多町踏切　　　　通過
21:00

三日市駅前　　　　右折
21:00

たけよし前　　　　左折

東ロータリー　折り返し 東ロータリー　発 きんぐ前交差点　　　着 森花電気　　　　　右折 大阪屋　　　　　　右折 三日市元交番　　　通過
As hair左折
三日市交差点左折 アズヘアー　左折 きんぐ前交差点　　　発 地球屋　　　　　　右折 小塩交差点　　　　通過 森花電気前　　　　通過

駅前ロータリー周回 東片添集会所　　　　着 三日市小学校　　折り返し 郵便局裏　　　　　通過
22:00

南部会館　　　　　　 着
22:00

油屋　　　　　　　　着
22:00 22:00

小屋　　　　　　　着
22:00

小塩町会所　　　　　着
22:00

だんじり小屋　　　　着

　ローソン・フォレスト周り曳行

　東ロ－タリ－　停車

小　塩 喜　多

平成３０年度三日市だんじり祭り 曳行予定表　　　10月６日（土）　　1日目　
北　部南　部 上　田片　添



6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

だんじり小屋　　　　発

郵便局裏　　　　　右折
8:00

南部会館　　　　　　発
8:00 8:00 8:00

だんじり小屋　　　発
8:00 8:00

西岡工務店裏住宅地経由
三日市交差点右折
Az hair右折 三日市小学校　　折り返し 小塩町会所　　　　　 発 烏帽子形神社　　　左折
片添駐輪場左折
セブンイレブン右折 東片添集会所　　発 夜警小屋下り　　　左折 烏帽子プ－ル　　　着
Az hair　　　　　　左折
日野谷呉服店　　　 右折 喜多町踏切　　　　通過

9:00 高野街道通行
喜多町踏切左折

9:00
油屋　　　　　　発

9:00 9:00
グリーンマンション　着

9:00
楠ヶ丘     　折り返し

9:00

ファミリーマート左折
地球屋　折り返し 清見台登り口　　折り返し グリーンマンション　発 烏帽子プ－ル　　　発

坂川鉄工　右折　　休憩 フォレスト交差点　左折 ベルコ前　　　　左折 小塩町会所　　　 　　着 楠ヶ丘地内　　　　通過
ローソン前折り返し
～ﾌｫﾚｽﾄ左折 地球屋　　　　　右折 部谷工務店　　　　左折

10:00 高野街道通行
日野谷呉服店　左折

10:00 10:00
東片添集会所　　着

10:00
敬老院　　　　　着

10:00 10:00
小塩会所　　　　　着

ゆうま　折り返し 東片添集会所　　発
フォレスト前　左折
駅前ロータリー　右折 阪川左折～りらく左折 きんぐ前交差点　右折

高野街道新住宅　休憩 北三日市第5班　　折り返し ｱｽﾞﾍｱｰ左折～ﾌｫﾚｽﾄ前左折 小塩町会所　　　　　 発
11:00 駅前ロータリー　左折

ローソン　右折
11:00

農協　　　　　　着
11:00

西ロータリー前右折
11:00

敬老院　　　　　発
11:00 11:00

小塩会所　　　　　発
フォレスト前　右折
ローソン　右折 農協　　　　　　発 にくまさ前　　　折り返し 夜警小屋左折～森花電気左折 小塩町七組　　　折り返し 片添交差点　通過

フォレスト前　左折 とうりゃんせ左折～ﾌｫﾚｽﾄ右折 西片添集会所　　着 地球屋　　　　　着
高野街道　左折
西ロータリー　通過

駅前ロータリー　周回 ローソン前　　　折り返し クロ－バ－の丘　　　 着 三日市元交番　　　通過
12:00 12:00

油屋　　　　　　着
12:00 12:00 12:00 12:00

喜多町片岡建具店前　着

駅前ロータリー　着 クロ－バ－の丘　 　　発

西片添集会所　　発

大吉南花台店前交差点通過
13:00 13:00

油屋　　　　　　発
13:00

西ﾛｰﾀﾘｰ前左折～ﾌｫﾚｽﾄ前右折
13:00 13:00

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ南花台店　　着
13:00

喜多町片岡建具店前　発

やなせ薬局左折～高野街道通行 地球屋発～森花電気右折 長野第二踏切　　　通過

ロータリー　　　　　　発 ﾌｫﾚｽﾄ右折～とうりゃんせ右折 喜多町ﾌｧﾐﾘ-ﾏ-ﾄ　　着 旧高野街道曳行 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ南花台店　　発 河内長野駅前　　　着
三日市中央交差点右折
コーヒー店　左折 ﾌｫﾚｽﾄ左折～大阪屋右折 喜多町ﾌｧﾐﾘ-ﾏ-ﾄ　　発 ﾌｫﾚｽﾄ右折～三日市駅筋右折 河内長野駅前　　　発

14:00 とうりゃんせ　左折
ローソン　左折

14:00
ガスト　　　　　着

14:00 14:00
とみやま歯科　　着

14:00
大矢船橋　　　　　　通過

14:00
イズミヤ　　　　　着

フォレスト前　左折
アズヘアー　右折 ガスト　　　　　発 国道通行　　　　 とみやま歯科　　発 仕出し　林　　　 　 左折
東ロータリー　折り返し
アズヘアー　左折 とうりゃんせ右折～ﾛ-ｿﾝ右折 ﾌｫﾚｽﾄ右折～三日市駅筋右折 アルス三日市前交差点通過

フォレスト前　左折 とうりゃんせ右折～ﾛ-ｿﾝ右折 ﾌｫﾚｽﾄ右折～三日市駅筋右折 イズミヤ　　　　　発
15:00

ﾌｫﾚｽﾄ前右折～ﾛ-ｿﾝ前右折
15:00

ローソン着　ローソン発　
15:00

旧UFJ前　　　　 左折
15:00

ローソン　　　　着
15:00

小塩町　　　　　　　着
15:00

森花電気前　　　　通過

旧UFJ右折～ﾌｫﾚｽﾄ右折 ﾌｫﾚｽﾄ左折～とうりゃんせ左折 ﾌｫﾚｽﾄ前右折～ﾛ-ｿﾝ前右折 ﾛｰｿﾝ発～フォレスト左折 三日市元交番　　　通過

ローソン着　ローソン発　 ﾌｫﾚｽﾄ左折～とうりゃんせ左折 旧UFJ右折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 三日市駅筋左折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 たけよし裏　　　　　着

ﾌｫﾚｽﾄ前左折～旧UFJ左折 ﾌｫﾚｽﾄ左折～とうりゃんせ左折 駅前ﾛ-ﾀﾘ-折り返し～ﾛ-ｿﾝ着 三日市駅筋左折～ﾌｫﾚｽﾄ左折 たけよし裏　　　　　発
16:00

高野街道新住宅　休憩
16:00

ローソン　　　　着
16:00 16:00

三日市駅筋左折～ﾌｫﾚｽﾄ左折
16:00 16:00

三日市元交番　　　通過

駅前ロータリー　左折 ローソン発～ﾌｫﾚｽﾄ前左折 旧高野街道曳行 小塩町　　　　　　　発 森花電気前　　　　通過
ローソン　右折
コーヒー店　右折 ローソン発～ﾌｫﾚｽﾄ前左折 Az hair交差点　　 右折 郵便局前　　　　左折 小塩交差点　　　　　右折 だんじり小屋　　　着

フォレスト前　左折 きんぐ前交差点　　左折 地球屋　　　　　着 大阪屋　　　　　　　左折
17:00

南部会館　　　　　 着
17:00

油屋　　　　　　着
17:00

東片添集会所　　着
17:00 17:00

三日市駅前　　　　　通過
17:00

油屋　　　　　　　　通過

伏見の辻　　　　　　着 だんじり小屋　　　発

寺元リハビリ病院　通過
18:00

南部会館　　　　　発
18:00

油屋　　　　　　発
18:00

東片添集会所　　発
18:00

地球屋　　　　　発
18:00 18:00

河内長野駅前　　折り返し
三日市交差点　　　右折
Az hair右折 きんぐ前右折～Az hair左折 夜警小屋　　　　左折 長野第二踏切　　　通過
東ロータリー　折り返し
アズヘアー　左折 森花折り返し ﾌｫﾚｽﾄ前左折～西ﾛ-ﾀﾘ-右折 ベルコ前　　　　左折 伏見の辻　　　　　　発 長野第三踏切　　　通過
コーヒー店　直進
とうりゃんせ　左折 高野街道～にくまさ前右折 門林電装　　　　右折 ヤナセ薬局　　　　　右折 森花電気前　　　　通過

19:00
ローソン　左折

19:00
三日市東ﾛｰﾀﾘ- 折り返し

19:00
国道通行～ロ－ソン前右折

19:00
旧高野街道曳行

19:00
駅前西ロ－タリ－　　着

19:00
三日市元交番　　　通過

駅前西ロ－タリ－　着 フォレスト交差点　左折 駅前西ロ－タリ－　着 フォレスト左折 フォレスト交差点　左折

駅前西ロ－タリ－　着 駅前西ロ－タリ－　着 駅前西ロ－タリ－　着

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

駅前西ロータリー　　発

ﾛｰｿﾝ前左折～ｶﾞｽﾄ前右折
21:00 21:00 21:00

駅前西ロ－タリ－　発
21:00

駅前西ロ－タリ－　発
21:00

小塩町交差点　　　　左折
21:00

駅前西ロータリー　発

フォレスト前　　　右折
ロ－ソン前　　折り返し
フォレスト　　左折 アルス三日市前 折り返し フォレスト前　　　右折

駅前西ロ－タリ－　発 駅前西ロ－タリ－　発
Az hair交差点右折
～きんぐ前着 森花電気　　　　左折 小塩町交差点　　　　通過 三日市元交番　　　通過

大阪屋右折
ローソン右折 大阪屋右折～ﾛ-ｿﾝ右折 きんぐ前交差点　　　発 会所前　　　　　通過 郵便局裏　　　　　通過

22:00 駅前ﾛｰﾀﾘｰ周回～
南部会館　着

22:00
だんじり小屋　　　　着

22:00
東片添集会所　　着

22:00
だんじり小屋　　　着

22:00
小塩町会所　　　　　着

22:00
だんじり小屋　　　着

　ローソン・フォレスト周り曳行

　駅前西ロ－タリ－及びロ－ソン駐車場　停車

平成３０年度三日市だんじり祭り 曳行予定表　　　10月７日（日）　　2日目　
南　部 北　部 片　添 上　田 小　塩 喜　多


