
BRM911 泉佐野200km　高野山

交通

標識

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

4.6 4.6 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。高架下の南海
本線踏み切りを渡る。

1.2 5.8 府道６３号 信号 直進 双子池北

1.8 7.6 府道６３号 信号 右折 岡中西

1.1 8.7 府道６４号 信号 左折 和泉鳥取

2.3 11 府道６４号 直進 山中渓駅前

3.8 14.8 府道６４号 直進 雄の山峠

1.8 16.6 県道６４号 分岐 左前方 旧道（上淡路街道）へ

1.3 17.9 上淡路街道 信号 直進

1.1 19 県道６４号 信号 直進 山口 Ｒ２４と交差。金山寺味噌の店が目印。

1.2 20.2 県道６４号 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 21.3 県道１４号 信号 左折 川辺橋南詰 信号渡って歩道を左折

0.2 21.5 県道１５８号 右折 土手道から右下へ下る

2.8 24.3 大和街道 右折

0.2 24.5 市道 踏切 直進

0.5 25 市道 右折角
【通過チェック】セブン-イレブン和歌山下三毛
店チェック後右折して東へ向かう　参考 ～9:15

2 27 県道１０号 信号 右折
三叉路を右前方へ。押しボタン信号で横断歩道
を渡る

1.8 28.8 県道１０号 信号 直進

0.2 29 県道１３０号 信号 左折 丸栖

1 30 県道１３０号 左折 高島橋渡る

0.3 30.3 県道１３０号 信号 左前方 高島 歯科医院あり

0.8 31.1 県道１３０号 信号 直進 市場 ローソンあり

0.7 31.8 Ｒ４２４ 信号 右折 荒川中前

9.4 41.2 県道３号 直進 黒川峠

1 42.2 県道３号 左前方 県道４号線との分岐。県道３号線へ。

8.7 50.9 Ｒ４８０ 信号 右折 志賀 Ｒ４８０との合流

3.7 54.6 Ｒ４８０ 直進 花坂西 志賀高野トンネル出てすぐＲ３７０との合流

0.7 55.3 Ｒ４８０ 右折 花坂屋前

1 56.3 Ｒ４８０ 信号 右折 矢立

7.5 63.8 Ｒ４８０ 左折 大門 高野山大門前

3.4 67.2 Ｒ４８０、Ｒ３７１ 信号 直進 中の橋 高野山市街は中の橋まで道なりに走る

0.8 68 県道５３ 右折 野迫川方面へ

3.6 71.6 左折 天狗木峠へ

3.1 74.7 県道５３ 左折 天狗木峠下りは要注意

1.8 76.5 県道５３ 直進
【フォトコントロール】昭和食堂　カレー販売有
り 　参考 ～12:08

7.3 83.8 Ｒ１６８ 左折 中原橋渡ってＲ１６８と合流

1.5 85.3 県道５３ 信号 直進 阪本 県道５３号線を天川方面へ

メモ（目印，コンビニ，交差点など）
区間距
離/km

積算距離
/km 道路 進路 交差点名



21.2 106.5 Ｒ３０９ 信号 左折 川合 ひたすら天川方面へ走ってR309に合流

0 106.5 Ｒ３０９ 左側
【フォトコントロール】JA奈良県天川支店
　参考 ～14:08

10.9 117.4 県道１３８ 左折 丹生トンネルに入らない

0.8 118.2 左折

9.1 126.5 県道２０ 右折 県道２０との分岐。県道２０へ右折

3.8 130.3 県道１３７ 左折 平原 県道１３７との分岐。県道１３７へ

2.1 132.4 県道１３７ 左折

1.5 133.9 県道１３７ 直進 広域農道に行かない

4.3 138.2 左折

0.8 139 県道１３８ 右折 県道１３８と合流

1 140 左折 野原中４

0.7 140.7 Ｒ１６８ 右折 野原西６ Ｒ１６８と合流

0.1 140.8 Ｒ１６８ 直進
【PC1ファミリーマート五條病院前店】
open:11:09～16:24

0.9 141.7 県道５５号 信号 右折 丹原

1.7 143.4 県道５５号 左前方

1.4 144.8 県道５５号 信号 直進 火打

5.4 150.2 Ｒ３７０ 直進 橋本橋南詰 R371と交差

3.9 154.1 Ｒ３７０ 左折 学文路

1.7 155.8 県道１３号 信号 右前方 九度山

0.8 156.6 県道１３号 信号 左折 丹生橋東詰

3.6 160.2 県道１３号 直進 三谷

4.4 164.6 県道１３号 直進 東渋田

3.9 168.5 県道１３号 信号 直進 北涌

3.7 172.2 県道１３号 直進 竜門橋南詰

3.2 175.4 県道１３号 旧道と合流

0.9 176.3 Ｒ４２４ 直進 竹房橋南詰

2.7 179 県道１３０号 信号 直進 市場 ローソンあり

0.8 179.8 県道１３０号 信号 右前方 高島

0.3 180.1 県道１３０号 右折

1 181.1 県道１０号 信号 右折 丸栖

0.2 181.3 県道１０号 信号 直進

1.8 183.1 県道９号 信号 左前方 岩出橋南詰

2 185.1 県道９号
【通過チェック】セブン-イレブン和歌山下三毛
店 　参考 ～19:20

0 185.1 県道９号 信号 左折 往路の逆ルート。

0.7 185.8 市道 左折

2.7 188.5 大和街道 分岐 斜め右 土手へ登る

0.4 188.9 県道６４号 信号 右折 川辺橋南詰 北へ進み川辺大橋渡る（歩道を通行すること）

1.2 190.1 県道6４号 右折 川辺 右折後、道なり左前方へ

1.2 191.3 県道６４号 直進 山口 手前にマクドナルドが有る交差点

0.5 191.8 上淡路街道 ┤字路 左折 角にコインランドリー

0.8 192.6 上淡路街道 分岐 直進

1.1 193.7 上淡路街道 分岐 右前方 府道６４号に合流

1.8 195.5 府道６４号 直進 雄の山峠

3.8 199.3 府道６４号 直進 山中渓駅



2.3 201.6 府道６４号 信号 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:12：53～20:30

1.1 202.7 府道６３号 信号 左折 岡中西

1.8 204.5 府道６３号 信号 右折 双子池北

0.7 205.2 府道２０４号 信号 左折 樽井

0.4 205.6 市道 右側
ブルベカード提出場所
泉南市立樽井公民館　open：17：00～22：00


