
◆本場開催日

■JR金沢駅金沢港口便（西口便）

＜ 　往　路　 ＞ ＜ 　復　路　 ＞

 35  38 　-  50

 00　　30　　55  03　　33　　58 　- 　-

 25  28  00  00

 20  23  10  10

 25  28  10 ㊟1  00 ㊟2  10

 35  38

■金沢市内便

■加賀便

■能登便

■高岡便

◇場外開催日

□JR金沢駅金沢港口便（西口便）

＜ 　往　路　 ＞ ＜ 　復　路　 ＞

　- 　-  35  38 　-  35

 35  38  35  38  00  00

 55  58  55  58  10  10

　- 　- 　- 　- 　- JRA終了後 ㊟5

 20  23  20  23  00 ㊟3 　-

　- 　- 　- 　-  00 ㊟4 　-

 35  38  35  38 　-最終レース終了後

12 17

13 19

14 最終

9 14

10 15

11 16

金沢駅金沢港口
時刻 時刻

8 11

土曜 ・ 日曜

停留所 金沢駅金沢港口
バスターミナル1番乗場

上　諸　江
アルプラザ前

金沢駅金沢港口
バスターミナル1番乗場

上　諸　江
アルプラザ前

行先
金沢駅金沢港口

10:05

開催日 平日 ・ 祝日 土曜 ・ 日曜 開催日 平日 ・ 祝日

時 　刻 8:55 9:10 9:15 9:25 9:50

10:00

停留所 高岡駅南口 立　野 福　岡 石動駅前
(旧8号線)

津幡駅前 競 馬 場

8:27 8:31 8:56 9:21 9:26 9:34時 　刻 7:38 7:53 7:58 8:13 8:18

羽咋駅前 高　松 木　津 本宇の気 競 馬 場

9:28 9:30 10:009:07 9:11 9:16 9:20

停留所 七尾駅前 和倉駅前 和倉温泉 大津西口 代　田 堀 松 南

8:51 8:59時 　刻 7:47 7:52 8:04 8:21 8:41

高　浜

円 光 寺 有　松 広 小 路 米丸学校前 古 府 南 競 馬 場

10:00

停留所 粟津駅口
(旧8号線沿)

串 小松駅南
(ｱｽﾞｽｸｴｱ）

寺井史跡
公 園 前

松　任 野々市中央 額住宅前
金沢赤十字
病　院　前

9:29 9:33 9:35 9:37 9:40 9:45時 　刻 9:10 9:13 9:15 9:17 9:20 9:25

小 立 野 兼六園下

最終レース終了後 最終レース終了後

リレーナイター ナイター終了後 ナイター終了後

停留所 平 和 町 寺町1丁目 菊川1丁目 笠舞3丁目 鳴　和 森本駅前 競 馬 場香 林 坊 武蔵ヶ辻 橋 場 町 山 の 上

12 15

13 16

14 最　終

9 12

10 13

11 14

令和４年度　無料ファンバス時刻表　　　令和4年7月1日～9月24日

　　　　　入場門開門時刻 10:00　（場外開催日 土曜・日曜 9:00 ）

開催日 全　日 開催日 平　日 日曜 ・ 祝日

金沢駅金沢港口 金沢駅金沢港口
時刻 時刻

停留所 金沢駅金沢港口
バスターミナル1番乗場

上 諸 江
アルプラザ前

行先

金沢市内・加賀・能登・高岡便は最終レース終了後に

往路と逆順路で運行します

リレーナイター終了後は運行しません

㊟3 平日・祝日 17:00に発車するファンバスは最終レース発走18:00を超える場合のみ運行

㊟4 平日・祝日 19:00に発車するファンバスは最終レース発走20:00を超える場合のみ運行

㊟5 土曜 GⅠ前日発売日のJRA終了後に発車するファンバスは17:00発売終了後に運行

競馬場 → 上諸江 → 金沢駅金沢港口 の順に運行

㊟1 平日 16:10に発車するファンバスは本場最終レース発走17:30を越える場合のみ運行

㊟2 日曜・祝日16:00に発車するファンバスはJRAのレース映像の放映がない場合は運行しません


