
道路
交通

進路 交差点名 メモ（目印，コンビニ，交差点など）
標識

0 0府道６３号 信号 直進 臨海南４号

4.4 4.4府道６３号 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。

0.2 4.6府道６３号 信号 右折・右折 高架をくぐって府道２５０号へ

4.4 9府道２５０号 信号 右折 貝掛

5.6 14.6府道７５２号 信号 右折 淡輪ランプ

2.6 17.2府道６５号 信号 右折 深日中央

2.5 19.7 左折 谷川橋

3.5 23.2 直進 大阪府・和歌山県境

7.6 30.8 直進

1.7 32.5県道７号 信号 右折 西ノ庄

3.7 36.2県道７号 信号 右折 狐島 県道７５２号へ。

1.8 38県道７５２号 信号 右折 紀の川大橋北詰

1.2 39.2紀の川右岸線 信号 右折・左折  

0.1 39.3県道１４８号 信号 左折  紀の川河口大橋へ 

1.2 40.5県道１４８号 信号 右折 青岸橋取付道路

3.2 43.7県道１５号 信号 直進 右方向へ、道なり直進。

0.4 44.1県道１５号 左折

1.7 45.8市道 右折

1.5 47.3県道１５１号 右折 左前方　紀州東照宮

1 48.3県道１５１号 信号 右折 和歌浦 国道４２号へ

0.8 49.1国道４２号 信号 右折 医大病院前

1.8 50.9市道 信号 左折

0.5 51.4市道 信号 右折 マリーナ入口

2.9 54.3国道４２号 信号 直進 船尾東 国道３７０号へ

0.7 55国道３７０号 左折 馬場町１丁目

2.9 57.9 信号 左折 重根第二 国道３７０号へ

8.3 66.2国道３７０号 右折 突き当り　右折して貴志川を渡る

0.1 66.3国道３７０号 左折

5.1 71.4国道３７０号 左折 左折して貴志川を渡る

0.1 71.5国道３７０号 信号 右折 平成大橋北詰

23.2 94.7国道３７０号 右折

1 95.7国道３７０号 直進

0.6 96.3国道３７０号 信号 左折 矢立

10.8 107.1国道３７０号 左折 赤瀬橋渡り左折 

2 109.1国道３７０号 信号 右折 ↗右　橋本方面へ

1.7 110.8国道３７０号 信号 右折 学文路

2.6 113.4国道３７０号 信号 左折 清水

0.8 114.2国道３７１号 信号 右折 市脇

0.5 114.7国道２４号

0.5 115.2国道２４号 信号 左折 市脇

0.8 116国道３７１号 信号 右折 清水

2.6 118.6国道３７０号 信号 左折 学文路

1.7 120.3国道３７０号 信号 斜め右 九度山 県道１３号線へ

0.8 121.1県道１３号 信号 左折 丹生橋東詰

0.1 121.2県道１３号 信号 右折 丹生橋西詰

BRM1028 泉佐野200km　Let's bigin Brevets

区間距離
/km

積算距離
/km

DEPART，泉佐野市りんくう公園【7：00】

府道752号へ

府道６5号

県道６5号

県道６5号 【通過チェック】ローソン和歌山磯ノ浦店　レシート
取得

紀の川右岸線 に入る。途中の橋のつなぎ目の間
隔が広く、リム打ち注意！

【フォトコントロール】和歌浦親子つりパーク  自分
のバイクと看板の写真を撮る

県道151号線 へ

国道42号へ、セブンイレブンあり

県道18号へ

県道18号

R370の方へ右折

【通過チェック】上きしや　
レシート取得参考 ～13:24

九度山(五つ辻)

【ＰＣ１】セブン-イレブン橋本東家店 Open: 10:23～
14：40　レシート取得後、ブルベカードに時間記入
しスタッフのチェックを受ける。
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23.1 144.3県道１３０号 信号 右折 高嶋橋東詰

0.1 144.4県道１３０号 右折

1.2 145.6県道１３０号 信号 右折 丸栖 県道１０号線へ

1.8 147.4県道１０号 左前方へ 県道９号線へ

2 149.4県道９号

0 149.4県道９号 信号 左折 北へ向かう

0.7 150.1里道 左折 大和街道へ

2.7 152.8大和街道 右折

0.1 152.9県道１５８号 左折 県道１４号線へ

0.1 153県道１５８号 信号 右折 川辺橋南詰 県道６４号線へ　歩道を走行

0.8 153.8県道６４号 信号 左折 川辺橋北詰 県道１３４号線へ

9.7 163.5 信号 右折 北島橋北詰 県道１５号線へ

0.6 164.1県道１５号 信号 斜め左 梶取 県道７号線へ

4.4 168.5県道７号 信号 左折 西之庄

1.7 170.2県道７号

7.6 177.8 直進 大阪府・和歌山県境

3.5 181.3 信号 右折 谷川橋

2.5 183.8府道６５号 信号 左折 深日中央 府道７５２号線へ

2.6 186.4府道７５２号 信号 左折 淡輪ランプ

5.6 192府道７５２号 信号 左折 貝掛 府道２５０号線へ

4.4 196.4府道２５０号 左折 踏切手前を左折　府道６３号線へ

0.2 196.6府道６３号線 信号 直進 樽井りんくう南口

4.4 201府道６３号 信号 右折 臨海南４号

0.5 201.5市道 信号 右折 りんくう南６号

0.5 202市道 左折

0.1 202.1市道 信号 右折すぐ右手

【ＰＣ２】セブン-イレブン和歌山下三毛店 Open: 
11:23～16:56

県道1４０号

【通過チェック】ローソン和歌山磯ノ浦店　レシート
取得　参考 ～18:20

県道６5号

府道６5号

【ARIVEE】 ファミリーマート泉佐野りんくう店  レシ
ート取得　Open:12:53～20:30

ブルベカード提出場所 田尻町総合保健福祉セン
ター 
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