
交通

標識

0.0 0 府道63 直進 臨海南４号 DEPART，泉佐野市りんくう公園【7：00】

3.8 3.8 府道63 信号 直進
樽井りんくう
南口

交差点先の高架は側道へ入る。高架下の南海
本線踏み切りを渡る。

3.0 6.8 府道63 信号 右折 岡中西
1.1 7.9 府道64 信号 左折 和泉鳥取
2.3 10.2 県道64 信号 直進 山中渓駅前
3.8 14 県道64 直進 雄の山峠
1.8 15.8 県道65 分岐 左前方 左に下るように旧道へ
1.1 16.9 県道64 分岐 右折 Ｔ字路
1.3 18.2 県道64 信号 直進 山口 Ｒ２４と交差。交差点先にマクドナルドあり
1.2 19.4 県道64 信号 左折 川辺 南へ進み川辺大橋渡る（歩道を通行すること）
1.1 20.5 県道14 信号 左折 川辺橋南詰 信号渡って歩道を左折
0.2 20.7 県道158 右折 土手道から右下へ下る

0.2 20.9
県道158・里

道
左折すぐ右

前方
Ｙ字路

ライオンズマンションの駐車場へ入るように？
下る

0.2 21.1 里道 踏切 直進
ＪＲ布施屋駅付近。踏切渡る。
軽トラ１台分の道幅。注意！

0.1 21.2 里道 右折
十字路右角に布施屋自治会館あり。ひたすら
道なりに。県道9号に合流することを目指せ！

0.9 22.1 県道9 信号 右折 県道9と合流
0.6 22.7 県道9 信号 左折 井ノ口 伊太祁曽方面へ

4.1 26.8 県道9 信号 直進
伊太祁曽駅
北

交差点右側にローソンあり

0.3 27.1 県道9 右折 伊太祁曽 伊太祁曽前を右折
1.9 29 県道160 左折 Ｙ字路 復路との接点
2.1 31.1 県道160 右前方 海南市に入り、いきなり道細くなる
0.1 31.2 県道160 右前方 Ｙ字路 水路を渡る橋が目印。南へ向かうこと。
1.3 32.5 県道160 左前方 高橋東 広い道に合流
1.7 34.2 市道 直進 阪井 交差点右手にローソンあり
1.1 35.3 R424 右前方 木津 R42４と合流
7.3 42.6 R424 直進 峠 黒沢牧場入口を過ぎるとすぐ峠(３９６ｍ)

9.4 52 R424 直進
R42４旧道との分岐。新道へ。
左手前に昭和シェルＧ。

1.9 53.9 R424 信号 左折 徳田
12.8 66.7 R424 直進 道の駅しらまの里あり

5.3 72 R424 直進
美山郵便局
前

県道２６と交差

8.9 80.9 R424 右側
【ＰＣ１】　椿山レイクブリッジ駐車場
ヤッホーポイント 赤い橋のすぐ先。
チェック後直進　open9：23～12：24

15.1 96 R424 直進 道の駅　水の郷日高川龍游

0.5 96.5 R425 信号 直進 福井
R42４との分岐あり。直進して日高川をトンネル
と橋梁で貫通

3.0 99.5 県道29 信号 右折 六地蔵トンネルを越えてすぐの信号。中辺路へ

0.6 100.1 県道198 信号 左直進 Ｙ字路 S
直進して水上栃谷トンネル(３５４ｍ)へ入る。中
辺路へ

12.0 112.1 Ｒ31１ 左折
鍛冶屋川口
S

突き当りＲ31１と合流。中辺路へ

12.3 124.4 Ｒ31１ 信号 左側
【ＰＣ2】古道あるきの里　ちかつゆ
トンネル通過後の激下り近露Sを越えてすぐ。
チェック後直進 open:10:39～15:16

20.3 144.7 R168 信号 右折 本宮 突き当りR168と合流。熊野川を下る
13.9 158.6 R168(旧道) 右折 三津ノ高架橋と田長トンネルは自転車通行禁
1.0 159.6 R168(旧道) 左折
0.9 160.5 R168(旧道) 左直進 トンネルには行かない事
0.7 161.2 R168 左折 R168に合流する

13.9 175.1 R168(旧道) 右直進 Ｙ字路
新道トンネル自転車通行禁止。
右手の道から新道をアンダーパス

BRM429 近畿４００km　和歌山一周
泉佐野～海南～美山～新宮～串本～田辺～泉佐野

区間距離/km 積算距離/km 道路 進路 交差点名 メモ（目印，コンビニ，交差点など）



交通

標識
区間距離/km 積算距離/km 道路 進路 交差点名 メモ（目印，コンビニ，交差点など）

0.9 176 R168 信号 左側
【ＰＣ３】ローソン新宮磐盾店
チェック後直進 open12：11～18：44

0.6 176.6 R42 信号 右折 橋本 R42との交差。那智勝浦方面へ。
2.7 179.3 R42 信号 左折 高森

16.4 195.7 R42 信号 直進 森浦 サークルＫあり

23.4 219.1 R42 左側
【ＰＣ４】ローソン串本町串本店
チェック後直進　open:13:29～21:36

37.3 256.4 R42 直進 周参見 ＪＲすさみ駅前
25.7 282.1 R42 信号 右折 郵便橋
4.5 286.6 県道31 信号 直進 田鶴 R42を降りて田辺市街へ入る

1.7 288.3 県道31 左側 橋谷
【ＰＣ５】ローソン田辺新庄店
チェック後直進
open:15:38～翌02:12

1.0 289.3 R42４ 信号 右前方 礫阪
複合交差点
紀伊田辺の駅裏へと向かう

1.9 291.2 R42 信号 直進 稲成町 再びR42と合流
35.2 326.4 R42 信号 直進 市役所北 御坊市役所前
10.1 336.5 R42 信号 直進 門前 ＪＲ紀伊由良駅前。ここから5ｋｍ程登り。

9.6 346.1 R42 信号 左側
【ＰＣ６】ローソン広川インター前店
チェック後直進　open:17:27～翌06:04

1.6 347.7 R42 信号 直進 名島 デイリーヤマザキ和歌山広川店前
13.5 361.2 R42 右折 宮崎 右折後、有田川を渡る。
13.6 374.8 県道135 右折 藤白 200kmに及ぶR42の旅路の終点
0.7 375.5 R370 右折 六堂ノ辻 右奥　ファミリーマート R370へ
1.0 376.5 県道136 左折 大野中 左奥　セブンイレブン
0.7 377.2 県道136 信号 直進 井田 右奥　デイリーストア、左奥　セブンイレブン

2.0 379.2 県道9（136） 信号 直進
亀川郵便局
北

1.0 380.2 里道⇢県道9 右折

仁井辺付近、里道を右折
左側に消防団の倉庫有、シャッターに「火の用
心」の文字
阪和道をクロスするように北北西に進むと伊太
祈曽に出られる

1.4 381.6 県道160 信号 右折 Ｔ字路
道なりに走ると、阪和自動車道の側を通る。Ｔ
字路を右折して自動車道高架をくぐる。

0.3 381.9 県道9 分岐 左折 ┤字路 往路通過した三叉路に合流
1.9 383.8 県道9 左折 伊太祁曽 伊太祁曽前を左折して矢田峠方面へ
4.4 388.2 県道9 右折 井ノ口
0.6 388.8 県道9･里道 信号 左前方 谷山胃腸科のあるY字路
1.0 389.8 里道・県道14 信号 直進 踏切 ＪＲ布施屋駅前
0.6 390.4 県道64 信号 右折 川辺橋南詰

1.1 391.5 県道64 信号 右側道 川辺
普通に右折するとR24に入る
側道が県道64である

1.2 392.7 県道64 信号 直進 山口 手前にマクドナルドのある交差点
0.5 393.2 県道64 分岐 左折 ┤字路 左側にコインランドリー
1.9 395.1 県道64 右前方
1.6 396.7 県道64 直進 雄の山峠
3.8 400.5 府道64 直進 山中渓駅

2.3 402.8 府道64 左側 和泉鳥取
ARIVEE
セブンイレブン阪南自然田店
チェック後右折　open:19:08～翌10:00

1.1 403.9 府道63 信号 左折 岡中西

3.0 406.9 府道63 信号 直進
樽井りんくう
南口

3.8 410.7 府道63 信号 右折 臨海南４号
0.1 410.8 市道 左折

0.1 410.9
左折すぐ左

手
左折 十字路

ブルベカード提出場所，道和モータープール横
温室　open:21:00～翌10:35


