
平成２９年度　川越まつり山車運行一覧　１０／１４（土）

1 2 3 4 5 6

旭町３丁目 大手町 幸町　　翁 幸町　　小狐丸 志多町 新富町１丁目

10 会所発(10:15) 会所発(10:00) 会所発（10:00） 会所発(10:00)

(町内曳き) 市役所前右折郭町 会所発（10:15） 会所発（10:15） （町内曳き）

　 氷川神社社参 適時一番街往復 （町内曳き） 氷川神社社参Uターン クレアモール

吉野園前右折 （町内曳き）

11 雀の森氷川神社 神明町会所Uターン 鐘つき通り入る 丸広

札の辻右折 神明町会所Uターン 本川越直進

元町2会所Uターン （町内曳き）

12 移動 市役所前右折 会所着（12:00） 会所着（12:00） 会所着（12:00）

会所着(12:30) 休息 休息 休息

 休息

13 ガード付近集合出発 会所発（13:00）

会所発（13:30） 連雀町右折

本川越右折 会所発(13:30) 札の辻右折 松江町左折

通町左折 会所発（13:45） 仲町直進 元町2会所Uターン

14 鐘つき通り入る 連雀町右折 菓子屋横町入る 市役所前右折

山屋前 六軒町右折 末広町会所左折 【市役所前山車巡行】

松江町直進 末広町会所左折 二村質店前直進 郭町Uターン

六軒町左折 二村質店前直進

15 【市役所前山車巡行】 中原町会所 末広町会所右折 六軒町左折 札の辻左折

本川越右折 連雀町左折

市役所発 トキワスポーツ前左折 会所着(15:30)

アカシア通り 休息 仲町直進

16 札の辻直進 脇田町会所左折 仲町直進

元町2会所Uターン 三番町左折

札の辻右折 通町直進 札の辻直進 連雀町直進

札の辻直進

17 会所着(17:00) 会所着(17:00) 会所着(17:00)

休息 休息 休息

仲町右折 移動

18 （宵山）コメダコーヒー前 （宵山）鐘つき通り （宵山）会所 会所発（18:00） （宵山）札の辻北側 （宵山）会所付近

札の辻直進吉野園右折

氷川神社社参(18:30)

（宵山）

19 仲町左折 宵山発(19:00) 宵山発(19:00) 会所発(19:00)

市役所前左折 氷川神社Uターン 札の辻左折 連雀町Uターン

札の辻左折 吉野園左折 市役所前右折

仲町直進 札の辻右折

20 連雀町Uターン 市民会館入口右折 連雀町Uターン

仲町直進 元町2会所Uターン

鐘つき通り抜け右折 本川越直進

札の辻左折 札の辻右折

21 まつり会館収納 札の辻右折 札の辻直進 駅前Uターン

市役所前右折

会所着(21:30) 会所着（21:30） 本川越右折

会所着(21:45) 山車蔵着(21:45)
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新富町２丁目 末広町 菅原町 通町 仲町 野田五町

会所発(10:00) 会所発（10:00） 会所発(10:00) 仲町7ｲﾚﾌﾞﾝ発(10:00) 会所発(10:00)

本川越右折 （町内曳き） （町内曳き） 町内曳き （町内曳き）

通町右折 妙養寺方面 小仙波

三番町右折 三番町

脇田町会所 アトランタビル

アカシア通り

トキワスポーツ右折 会所着（11:45） 会所着(11:30)

本川越直進 休息 休息

連雀町右折 会所着(12:00) 会所着(12:00)

松江町左折 休息 休息

市民会館入口  右折 会所発(12:30) 会所発(12:40)

川越小横入り右折 三番町直進

郭町会所付近着(13:00) 会所発（13:00） 通町直進 会所発(13:00) 会所発(13:00)

休息 （町内曳き） 通町左折 札の辻右折 踏切横断(13:15)

石原橋・養寿院方面 松江町直進 市役所前右折 市役所前直進 六軒町ー二村質店右折

市役所前右折 【市役所前山車巡行】 郭町左折 仲町直進

【市役所前山車巡行】 【市役所前山車巡行】 郭町Uターン 氷川神社社参(14:00) 佐久間旅館左折

市役所前直進 市民会館入口右折

本丸御殿 札の辻左折 裁判所前左折 【市役所前山車巡行】

　　　　　　　　 休息 市役所前右折

市役所前直進 仲町直進 札の辻右折直進 札の辻直進

札の辻直進 元町2会所Uターン

元町2会所Uターン 市役所前直進 連雀町直進 元町2会所Uターン 志多町会所Uターン

札の辻右折 札の辻左折 菓子屋横町入る 札の辻直進

仲町直進 本川越左折 養寿院右折

連雀町直進 仲町直進 末広町会所左折 仲町直進

会所着（16:45） 会所着（16:30） 烏山神社裏通り 連雀町右折

本川越直進 休息 休息 提灯取付

会所着(17:00) 連雀町右折 （宵山）会所前 松本醤油右折 連雀町右折

休息 日高県道にて休息 会所着(17:30)

休息 本川越Uターン

（宵山）会所付近 （宵山）山車庫前 （宵山）六軒町手前 会所発(18:00) （宵山）会所付近 （宵山）旧桔梗屋前

通町右折

会所発(18:40)

二村質店前直進

会所発(19:00) 六軒町左折 宵山発(19:00) 三番町右折 宵山発(19:00) 宵山発(19:00)

本川越直進 連雀町直進 連雀町右折　 二村質店前左折 連雀町直進

連雀町右折 松江町左折 脇田町会所Uターン 仲町直進

松江町左折 裁判所前右折 本川越直進 八幡通り入る 六軒町左折

佐久間旅館左折 氷川神社社参(20:00) 横新田通り左折 連雀町直進 札の辻Uターン

仲町左折 Uターン トキワスポーツ左折 本川越直進 松江町左折

連雀町直進 吉野園前左折 アトレ前左折 シモ自転車前Uターン 仲町直進

三番町右折 本川越直進 佐久間旅館前左折 連雀町右折

本川越左折 札の辻右折 会所着(21:00) 会所着(21:00) 六軒町左折

八幡通り入る 菓子屋横町抜ける 仲町

山車蔵着(21:30) 会所着（21:40） 踏切横断(21:30)

山車小屋着(21:45) 会所着（21:45）
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松江町１丁目 南通町 宮下町 元町１丁目 元町２丁目 連雀町

会所発(10:00) 会所発(10:00) 会所発(10:00) 会所発(10:10) 会所発（10:15） 居囃子

（町内曳き） （町内曳き） （町内曳き） 札の辻直進

八幡通り抜け 郭町会所Uターン 郭町左折

脇田町会所Uターン 裁判所 札の辻直進 氷川神社社参(10:45)

三番町左折 氷川町 元町2会所Uターン 吉野園前左折

会所着(11:20) など 札の辻右折 札の辻直進

休息 まつり会館Uターン 養寿院門前入る

会所着(11;50) 会所着(11:40) 菓子屋横町

会所着(12:00) 休息 休息 会所着(12:15)

休息 休息

会所発(13:00) 会所発(13:00) 会所発(13:00) 会所発(13:10)

市役所前直進 通町直進 裁判所前左折 市役所前左折 会所発(13:30)

裁判所前右折 松江町直進 市役所前右折 氷川神社社参(13:20) 菓子屋横町

氷川神社社参(13:40) 市役所前右折 札の辻直進 吉野園前左折 大工町通り

【市役所前山車巡行】 元町2会所Uターン 札の辻直進 シモ自転車前左折

裁判所前直進 郭町左折 札の辻左折 仲町直進 本川越左折

吉野園前左折 氷川神社社参 連雀町直進

札の辻右折 裁判所前左折 本川越Uターン 連雀町直進

元町2会所Uターン 市役所前直進 連雀町右折

札の辻右折 松江町直進 神明町会所Uターン 休息

仲町右折 通町直進 仲町直進

六軒町左折 吉野園前左折 松江町左折

連雀町右折 会所着(16:00) 会所着(16:00)

本川越左折 休息 休息 市役所前左折

通町左折 会所着(16:30) 札の辻左折

松江町直進 休息

会所着（17:00） 会所着（17:10)

休息 移動 休息

通町左折

（宵山）会所付近 （宵山）本川越東 （宵山）会所付近 （宵山）会所付近 （宵山）会所付近 （宵山）会所付近

宵山発(19:00) 宵山発(19:00)
 宵山発(19:00)
 宵山発(19:00)
 宵山発(19:10)
 居囃子

通町右折 本川越右折 郭町右折 市役所前右折 札の辻右折

連雀町直進 市役所前左折

本川越右折 仲町Uターン 鐘つき通り抜け左折

連雀町直進 鐘つき通り抜け右折 連雀町直進 仲町直進

連雀町直進 本部前Uターン 連雀町左折

仲町直進 札の辻直進 仲町直進 松江町左折

本川越左折 札の辻右折

鐘つき通り抜け右折 通町右折 鐘つき通り入る

吉野園前右折 一番街右折

会所着(21:30) 会所着(21:30) 会所着(21:30) 会所着(21:40) 札の辻左折 山車収納(21:45)

会所着(21:50)
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六軒町 脇田町 川越市

会所発(10:00) 会所発(9:30) 市役所発(10:00)

（町内曳き） （町内曳き）

札の辻左折

八幡神社Ｕターン

会所着（11:00） 仲町左折

川越市駅 休息

佐久間旅館前左折

会所着(12:00) 市役所前着(12:00)

休息 会所発（12:30） 休息

アカシア通り

本川越直進

会所発(13:30)

川越市駅 連雀町直進 【山車巡行迎え囃子】

本川越西口ロータリー 仲町直進

本川越右折

新富町2会所Uターン

本川越直進 札の辻右折

連雀町左折 【市役所前山車巡行】 【山車巡行迎え終了】

大工町通り 郭町会所Uターン 市役所南駐車場

菓子屋横町 休息

元町2会所Uターン 市役所前左折

札の辻右折 松江町直進

通町直進

三番町右折

仲町右折

会所着(17:00) 会所着(17:00)

休息 休息

市役所南駐車場発(17:50)

（宵山）六軒町交差点西 （宵山）会所付近 （宵山）市役所前付近

移動

会所発(19:15) 宵山発(19:20)

会所発(19:30)

連雀町右折 （町内曳き）

札の辻

本川越左折

通町左折 会所着(20:30)

佐久間旅館前左折 居囃子

仲町左折

連雀町右折

会所着(21:30) 祭り会館着(21:30)

終了


