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第 11 回 富山湾岸ウルトラマラニック 

コース解説 

 

100km コースをメインに「チェックポイント、道迷いしやすい場所、補給やトイレに便利な施設

や場所」を図説しています。50･30･15km コースについては 100km コースとの合流点まで簡述して

います。コース設定にあたっては、１）自動車が通行できない道、２）交通量の少ない道、３）歩道

が多い道、４）トイレがある道 ５）コンクリートや砂利道を避けたアスファルト道路を優先したつ

もりですが、どうしても歩道の無い一般道区間が存在しますのでご注意下さい。また、最短距離では

ない区間もありますが、安全第一もしくは公序良俗でトイレあるコース設定と判断願います。なお、

チェックポイント（セルフチェック）を設けていますが、コースは本解説にあまりこだわらず、安全

を最優先して、各自の判断で決めて下さい。また、解説内の距離はあくまで目安です。 

 

【過去のコースからの主な変更点】 

・100km 部門のチェックポイントを約 10km 毎の 9 カ所に増やしました。積極的休憩が狙いです。 

・入善海岸はヤハタセイコーで右折せず直進し、吉原から海岸を離れ目川交差点へ向かいます。 

旧コースは路面が悪く街灯も少ないためです。新コースでは園家山キャンプ場は経由しません。 

・伏木から国分は海岸側に変更、旧コースの道幅が狭いためです。前山製菓でアイスを食べる場合は 

 旧コースを進んで下さい。新コース沿いには、ところてん屋さんがあります。 

・例年補給で利用していた、滑川港近くのサークルＫ、伏木国分のポプラが閉店しました。 
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■100km コース解説 

▼スタート～第１ＣＰ 

 

（地図１） 

0.0km 新潟県糸魚川市 えちごトキメキ鉄道の市振駅スタート 国道８号の海側歩道を西進 

 1.3km 境川が県境、渡ってすぐの交差点を右の旧道に入り境市街へ（歩行者は国道 8 号直進不可） 

     ※右側歩道を道なりに進めば自然と右の旧道になります。 

 

 3.2km 道なりに進むと国道８号に再合流、次の交差点（栄食堂手前）で右折し踏切を渡る。 

 

（ここまで地図１） 

 4.7km あいの風とやま鉄道・越中宮崎駅。ここから「富山湾岸サイクリングロード」の青い線が 

道路上に現れるのでこれを辿っても OK、一旦海岸に出て県道 60 に合流する。 

境川渡ってすぐ右折 

栄食堂手前で踏切渡る 
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（地図２） 

 9.0km 県道 60 を進むと、あさひ総合病院を過ぎ、右手に「深松組」がある T 字路で左折 

 

9.3km 300ｍほどで五叉路に差し掛かったら右斜めに進路を取り、泊駅に突き当たるまで進む。 

 

9.8km 第１CP「あいの風とやま鉄道・泊駅」駅舎右側にトイレあり 

 

深松組前で左折 

五叉路は右斜めへ 小さな川渡ったら Y 字路を右へ 

第 1CP 泊駅 

ゴミステーション 

深松組 
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▼第１ＣＰ～第２ＣＰ 

10.0km 泊駅から再び県道 60 へ戻る 

10.5km 小川(河川名)を赤川橋で渡り入善町に突入。赤川橋は 2016 年に架け替えられており、 

渡ってすぐ土手側に左折した旧道のほうが迷わない(新しい道は左カーブ後に右折必要）。 

11.5km 入川に掛かる小さな橋を渡り Y 字路を右折（黒部温泉病院の看板撤去、青い建物を目安に 

するか、道路上の青線を辿って下さい）。長い長い直線道路となる。 

 

（ここまで地図２） 

 

（地図３） 

15.0km ㈱ヤハタセイコーで右折せず直進（旧コース、海岸の国交省管理道路へは行かない） 

         右手にかつての第１CP だった風力発電所が見えてくる。 

17.0km 道なりに進むと青い線(途中で左折)と別れてすぐに海岸道路に出る。左手に吉原漁協の 

建物が過ぎたら、間もなく小さなシャワー＆トイレの小屋があるのでそこを左折。 

 

海岸に出ると左に吉原漁協の建物 

トイレ＆シャワーの小屋で左折 

反射鏡が３つある交差点を右折 

旧コース 

ヤハタセイコー 

右折せず直進 
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左折してすぐ右に進み、しばらくすると反射鏡が３つある交差点になる。ここを右折し、 

道なりにどんどん進む。18.5km 地点で再び青線と合流する。 

 

 

（ここまで地図３） 

 

（地図４） 

19.0km 目川公民館すぐの目川交差点で右折し（青線と同じ）、県道 2 号を進む。歩道無し要注意。 

 

目川交差点を右折 

青い線沿いに進む 

高瀬湧水の庭 

第２CP 黒部川扇状地湧水公園 

目川交差点 
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21.0km 左手に「高瀬湧水の庭」ここで給水可能 

 

22.0km 高瀬湧水から 1km ほど進むと、右手に第２ＣＰ「扇状地湧水公苑」トイレあり 

 

（ここまで地図４） 

▼第２ＣＰ～第３ＣＰ 

 

（地図５ 生地・黒部漁港付近） 

24.0km 県道２号直進、下黒部大橋から歩道あり、危険区間一段落。 

黒部川を渡ると黒部市突入。 

26.0km 最初のコンビニ・ファミリーマート（かつてはサークル K）あり 

ファミリーマート過ぎて右手の漁港前の緑地、魚の駅駐車場に湧水あり給水可。 

（ここまで地図５） 

緑地に湧水あり

庭 

最初のコンビニ 

生地漁港 

魚の駅にも湧水あり 
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（地図６ ルート変更された県道２） 

 

27.5km 県道２号が海沿いルートに変わっているのでＹ字路を道なりに 

(立野交差点は通らず、前回までの第２CP 石田フィッシャリーナ前を通過) 

 

（ここまで地図６） 

 

 

（地図７） 

 

県道２が海岸沿いに変更 

岡交差点を右折 

第３ＣＰ ファミリーマート 

魚津東町店  
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30.5km 県道１が左にカーブして海岸から離れ、付き当った信号のある岡交差点（T 字路）を右折 

31.0km 布施川と片貝川を落合橋で渡り魚津市に突入。すぐ右手の角にあるファミリーマート魚津 

東町店が第３ＣＰ。 

 

（ここまで地図 7） 

 

▼第３ＣＰ～第４ＣＰ 

31.0km 第３ＣＰから海岸道路（蜃気楼ロード・・・防潮堤の工事で通れない場所あり、要注意） 

34.0km 北鬼江交差点、コンビニ・ファミリーマートあり 

36.0km 右手に魚の駅「蜃気楼」・・・恐らくこの辺りで空が明るくなってくる 

 

（地図８） 

36.1km 埋没林博物館横にコンビニ・ファミリーマートあり 

魚津港前の信号の次の交差点を右折、海岸沿いに進む 

（ここまで地図８） 

  

海沿いへ右折 
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（地図９） 

38.8km ミラージュランド・魚津水族館（トイレあり）、ここから県道１号 

39.0km 早月橋で早月川を渡ると滑川市突入 

40.0km 左手に旧道分岐、県道１をそのまま進んでも良し、旧道を選んでも良し 

（ここまで地図９） 

 

 

 

（地図１０） 

43.0km 坪川交差点、例年お世話になっていたコンビニ・サークル K が閉店。 

     補給が必要ならば県道１をさらに約 300m 直進の中川原交差点にファミリーマートあり。 

     ファミリーマートに寄った場合は中川原交差点から海に向かって第４ＣＰへ。 

44.0km 第４ＣＰ ほたるいかミュージアム  

（ここまで地図１０） 

 

  

左の旧道でも良い 

サークルＫが閉店しました 

ファミリーマートあり 

 

第４CP ほたるいかミュージアム 
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▼第４ＣＰ～第５ＣＰ 

44.0km ほたるいかミュージアムから海沿いを直進、堤防上を進むも良い。県道 1 号でも良い。 

日医工のサッカー広場（旧海洋高校）から上市川を渡ってすぐ富山市突入。 

 

（地図１１） 

47.5km 富山市に入って 500m ほどで県道１は左折となるので標識要注意 

☆☆☆  過去の練習会では県道１なりに左折右折しているが、上市川河口から一本南側の 

道路に移動してもよい。コンビニ・ローソン魚躬店あり。 

48.5km 水橋中村町交差点を県道１なりに右折し、間もなくコンビニ・ローソン水橋中村店 

（ここまで地図１１） 

 

（地図１２） 

49.0km 白岩川を渡る 

50.0km 常願寺川を今川橋で渡り、すぐに右折して自転車道へ（安全のため、必ず！！） 

間もなく第５ＣＰ 浜黒崎キャンプ場（自転車道沿い）・・・ここでほぼ中間点です。 

※第４ＣＰ～48km までは県道 1 号も含めて歩道がありません。道幅が狭い区間は要注意。 

 

 

県道１号の道なりは左折 

このあたりで左折も可 

今川橋を渡ったら右折して自転車道へ 

ローソン水橋中村店 

第５CP 浜黒崎キャンプ場 
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▼第５ＣＰ～第６ＣＰ 

50.0km 第５ＣＰからはサイクリングロードを道なりにすすむ。 

浜黒崎キャンプ場から防波堤上を走ることもできる（固いコンクリートなので膝に不安 

ある人は注意）。残り 50km を走り抜きたいなら路面が多少は柔らかい自転車道を。 

（ここまで地図１２） 

 

 

（地図１３） 

54.5km 地図では自転車道終点手前から砂浜上の道を海岸に出て岩瀬浜海水浴場に向かっているが、 

自転車道終点から海岸通交差点に出て県道１号を進んで良い。 

55.9km コンビニ・ファミリーマート岩瀬天神店、富山マリーナ横の小橋を渡り、岩瀬市街へ。 

56.1km 岩瀬市街に入る目安は「神社を過ぎてから左折」すること。 

 

神社を過ぎてから左折 

（ここまで地図１３） 

56.8km 岩瀬市街・森家前を通り、岩瀬西宮で県道１号に戻る。 

58.0km 千原崎交差点（50 ㎞部門合流）を右折、国道 415 号へ。萩浦大橋で神通川を渡る。 

59.5km 左手にコンビニ・ローソン草島店 

 

  

自転車道終点から県道１に出てもよい 

神社を過ぎてから左折 

ファミマ岩瀬天神店 
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（地図１３） 

60.0km 第６ＣＰ、四方荒屋交差点セブンイレブン（ガソリンスタンド併設） 

 

▼第６ＣＰ～第７ＣＰ 

61.0km 四方荒屋から四方小学校付近のルートは自由に。 

61.3km 四方新出町あたりで旧射水線跡の自転車道へ入り、道なりに進む。 

（ここまで地図１３） 

（地図１４） 

63.5km 東洋ガスメーター過ぎてしばらくすると海側に自転車道と並行する道が現れたらそちらへ。 

 

第６ＣＰ セブンイレブン四方荒屋店 

四方新出町あたりで自転車道へ 

自転車道と並行する右側の道へ 

直進できなくなったら右へ 

親鸞像 
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64.0km 足洗新町の住宅地から足洗潟公園内に入り R415 へ（下の時計が目印） 

     ※自転車道右側の道を直進できなくなったら右折で足洗潟公園（手洗い可）に入ります。 

  

 

64.5km R415 を横断して親鸞聖人立像の海側の旧街道に入り、旧道沿いを道なりに進む 

 

（ここまで地図１４） 

 

（地図１５）  

親鸞像 

時計 

ここで坂を上がらず道なりに左へ 
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65.5km 道なりに進んでいると堤防上に上がる坂があるが、上がらず道なりに左折 

 

 

 

66.7km 海老江西交差点の信号が左に見えたら、右折して気分転換に海老江海浜公園側に移動 

     そのまま直進しても良いし、左折して射水線跡自転車道に戻っても構わない。 

いずれを進んでも県営渡船乗り場には着けるはず。 

 

（ここまで地図１５） 

 

（地図１６） 

69.1km 県営渡船・堀岡乗船場（※渡船時刻 7 時台 14､29､44､59 分 8～16 時台 14､44 分） 

69.5km 第７ＣＰ 渡船乗船もしくは新湊大橋あいの風プロムナードを渡る 

※全般に安全な区間ですが、射水線跡自転車道の小さな交差点で左右からの車に気を付けて下さい 

  

橋を渡る場合はエレベーターへ 

渡船乗り場 

踏切渡って道を横断する 

世界で最も美しい湾モニュメント 

このあたりを第７CP とします 
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▼第７ＣＰ～第８ＣＰ 

69.8km 県営渡船・越の潟乗船場もしくはあいの風プロムナード越の潟側 

     渡船を利用したなら万葉線の踏切を渡って道路を横断し、あいの風プロムナード側へ 

移動するほうが安全かつ近道となる。 

 

 

70.5km 海王丸パーク前（世界で最も美しい湾…モニュメント前で記念写真？） 

（ここまで地図１６） 

 

 

（地図１７） 

71.0km 新湊きっときと市場（補給休憩に） 

73.0km 海沿いの道を進み、庄川に付き当ったら左折 

(ローソンに行きたいなら内川の橋を渡り切った信号を左折し R415 へ） 

74.0km 庄川本町交差点から庄川を渡り直進、道なりに左折右折左折をジグザグに繰り返す。 

76.0km 高岡市に入ってすぐの「伏木万葉大橋（30 ㎞部門合流）」で小矢部川を渡り、伏木方面へ。 

（ここまで地図１７） 

 

ローソンに行く場合はここ左折 



~ 16 ~ 
 

 

（地図１８） 

 

77.4km 伏木万葉大橋を渡って直進、万葉ふ頭に向かう左カーブ手前の道に左折 

旧コースは橋を下りてから二つ目の交差点左折・伏木海陸あり（前山製菓に行く場合） 

新コースは同じ交差点で 1 本左側の道に入って道なりに進むと良い 

 

旧コースは伏木海陸の建物で左折、新コースは海側 

    

       ところてんの奥（新コース）   ソフトクリームの前山製菓(旧コース) 

 

78.0km 石油基地を右手に見ながら海岸沿いの道を直進 

  

旧コース 

ところてんの奥 

前山製菓 

加古川旅館で右折 

新コース 

越乃庭 

伏木海陸の社屋 
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79.0km 国分浜海水浴場で道が左カーブとなったら加古川旅館で右折 

そのまま直進して越中国分駅の踏切（人と自転車しか通れない）を渡る 

   

加古川旅館前の細い道へ右折     直進して越中国分駅の踏切渡る 

                踏切渡って駅プラットフォームを抜けるのも可 

 

79.2km 直進すると国道 415 に合流右折、国道のトンネルに入ってもよいが、トンネル手前右手の 

旧道のほうが景色は良い。入浴施設「越乃庭」に食堂あり。国道 415 まで行かずに踏切を 

渡ってすぐ右折し、越中国分駅のプラットフォームを抜けると「越乃庭」への近道になる。 

     （コンビニ・ポプラ伏木国分店は閉店） 

（ここまで地図１８） 

 

（地図１９） 

80.5km 再び R415 と合流、坂を下ると歩道が無くなる。自動車に注意。 

第８ＣＰ道の駅「雨晴」2018 年 4 月 25 日開業、見晴らし良し。パスタ等補給可能。 

  

第８ＣＰ 道の駅「雨晴」 

 

踏切へ右折 

ビラ雨晴 
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▼第８ＣＰ～最終ＣＰ 

81.0km 雨晴交差点 Y 字路を氷見線沿いの右に進むと間もなく JR 雨晴駅 

81.2km 雨晴駅を過ぎ右側に徒歩で渡れる踏切が見えたら右折し渡る(よしのや駐車場が目安) 

  青い線（サイクリングロード）を辿れば良い。 

  

雨晴海岸入口の看板で右折        人と２輪車しか渡れない踏切 

 

81.5km 海岸沿いの道路を氷見方向に直進、「松田江の長浜」を行く。 

82.5km 直進すると自動車止めのゲートあり。脇から入り、管理道路をそのまま直進。 

83.5km ２つ目の自動車止めゲート越えてすぐに「ビラ雨晴」あり、例年の様に左折せずに 

     新しいサイクリングロード（2018 年 4 月 29 日開通)の青い線に沿って直進。 

 

  

   老人ホーム「ヴィラ雨晴」前は直進    ここも左折せずに海岸沿いの新しい道を直進 

 

島尾海水浴場の駐車場を抜け、余川川の河口に掛かる橋から広い道へ。 

ここからは道を間違う恐れ無し。阿尾までサイクリングロードの青い線がある。 

     歩道が現れたら、右側の歩道通行推奨。 

（ここまで地図１９） 

85.2km 氷見海浜植物園前 

86.2km 多古爺（たこや）・・・例年ここで補給する参加者多し 

87.5km 南大町交差点（15km 部門合流） 

87.8km 水産センター前交差点（右折すると 150m 先にローソンあり、商店街に食堂等あり） 

88.2km 氷見漁港前交差点を斜張橋へ。氷見番屋街などあり。道なりに進む。 

88.8km 総湯前交差点（2017 年 信号が設置されたが、海側の公園内緑地を通れば信号無し） 

 

ビラ雨晴 

左折せず直進 
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（地図２０） 

90.0km 比美乃江公園沿いに道路が左カーブしたら間もなく間島北交差点、ここを右折 

  

 

    2018 年 3 月~、右手の入り江に能登島から移動してきたイルカの群れを見られましたが、 

    2018 年 5 月 20 日頃に能登島付近へと帰ったとのことです。 

 

2018 年 4 月 29 日撮影 

※2001~2 年に能登島祖母ケ浦に居付いたミナミバンドウイルカのオス１頭メス 2 頭が、 

子どもを増やして 13 頭の大ファミリーになりました。何故かしばらく氷見に居ました。  

最終ＣＰ 

間島北交差点を右折 

イルカが居ついてた 
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91.8km 最終ＣＰ 阿尾デイリーストア（コース最後のコンビニ） 

         サイクリングコースの青い線はデイリーストア裏の R160 交差点が終点。 

     固形物？を購入できる最終ポイント。 

 

▼最終ＣＰ～ゴール 

91.8km R160 号を道なり進む。歩道ある場所は必ず歩道を。 

94.5km うみあかり(旧ホテルマイアミ)~灘浦荘～美容院跡まで歩道無く道幅狭いため、 

     交通安全に特に注意。 

96.0km 2 つ目のトンネル抜けて間もなく小境海岸 CCZ、海水浴場にトイレ(最終トイレ) 

98.0km 九殿浜のアップダウンを越えるとゴールまで 4km 

99.0km 料理旅館はしもと屋（2013 年の第 5 回で宿泊）でゴールまで 3km 

101.0km 花厨ゆうなぎ（例年そして今年も宿泊の民宿）でゴールまで 1.25km 

101.9km ゴールで乾杯したいなら脇バス停近く「藪下酒店」へ…営業してないこともあり 

102.3km ゴール。石川・富山の県境。 
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■50km コース解説 

▼スタート～第５ＣＰ 

0.0km  あいの風とやま鉄道 富山駅北口スタート。環水公園へ。運河沿いを北上。 

    運河脇の石畳は路面が固いので一段上がったアスファルト道路を走っても良い。 

2.5km 中島閘門からさらに北上、国道８号を潜り適宜富岩街道へ。富岩街道をさらに北上。 

2018 年 4 月現在、運河沿いの遊歩道は約 4km 地点の上野新町まで完成（千成亭西側） 

5.6km 千原崎交差点で左折し、萩浦大橋で神通川を渡る 

8.1km 第６CP 四方荒屋セブンイレブン 

以降は、100km コース第６ＣＰからと同じ 

 

■30km コース解説 （※下記にこだわらず、安全なルートで雨晴までお越し下さい。） 

▼スタート～第６ＣＰ 

0.0km  高岡駅スタート。古城公園・工芸高校沿いに進み、美術館前で踏切を渡り、高岡高前直進。 

1.5km 高岡高校敷地沿いに左折。二つ目のＴ字路右折直進（万葉線・氷見線に平行な東側の裏道）。 

4.0km 能町駅近くでＴ字路行止まりを右折、能町口まで直進。 

5.0km 能町交差点を北上（万葉線よりも左側の道）、次の材木町交差点を右折し伏木万葉大橋へ。 

以降は、100km コース 76.0km 地点からと同じ、11 km 地点が第８ＣＰ道の駅「雨晴」 

 

■15km コース解説 

▼スタート～最終ＣＰ 

0.0km 氷見駅前から海岸に出る。 

以降は、各コースと同じ、最終 CP の阿尾デイリーストアまで約 5km 

 

■県営渡船・堀岡時刻表（渡航時間は 5 分程度 時刻は 14 分と 44 分と記憶するとよい） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00020284/01232779.pdf 
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▼ゴールタイム「16 時想定」での走行速度と総休憩時間の目安 

・15km コース 1 キロ 6 分で 90 分…1 時間休憩可、７分で 105 分…45 分休憩可 

・33km コース 1 キロ 6 分で 198 分…2 時間 10 分休憩可、７分で 231 分…1 時間 30 分休憩可 

・50km コース 1 キロ 6 分で 300 分(5 時間)  ・・・途中休憩 2 時間 30 分可 

1 キロ 7 分で 350 分(5 時間 50 分)  ・・・途中休憩 1 時間 40 分可 

1 キロ 8 分で 400 分(6 時間 40 分) ・・・途中休憩 50 分可 

・100km コース 1 キロ 6 分で 615 分(10 時間 15 分) ・・・途中休憩 6 時間 30 分可 

  1 キロ 7 分で 715 分(11 時間 55 分) ・・・途中休憩 4 時間 50 分可 

(102km で計算) 1 キロ 8 分で 815 分(13 時間 35 分) ・・・途中休憩 3 時間 10 分可 

※ゴールから宿泊懇親会場まで 1.25km＝徒歩 15 分程度です。 

 

▼宿泊懇親会場 

・民宿「旅庵 花厨ゆうなぎ」〒935-0402 氷見市中波２０９ TEL 0766-79-1021 

http://www.yuunagi.com/ 

 

▼日帰り参加者向け情報 

・高岡行加越能最終バス 脇バス停始発 17:50（高岡まで 510 円） 

あいの風とやま鉄道開業から出発が遅くなり県境 16 時～17 時頃の到着と見込んでいます。 

   ゴール後、七尾側 300m 左手にある「サンヒルズのと」で日帰り入浴可能です（500 円）。 

 

▼リタイヤ者向け公共交通機関（PC 閲覧のみ、ケータイ未確認です） 

・富山ライトレール 

http://www.t-lr.co.jp/ 

・万葉線 

http://www1.coralnet.or.jp/manyosen/ 

・加越能バス・高岡～灘浦方面バス時刻表・・・※宿泊懇親会場「ゆうなぎ」は「中波」下車 

 http://www.kaetsunou.co.jp/regular/k_jikoku/?busstop=1014 

・氷見市内のタクシー会社 

 平和交通 0766-91-0303 つばめ交通 0766-74-0402  ヒシサンタクシー 0766-72-0053  

 

▼宿泊懇親会の解散後、6 月 22 日(日)のバス・あいの風とやま鉄道 時刻表 

加越能バス（脇⇒氷見駅口⇒高岡駅） 脇発時刻 7:05 8:30 10:00 ※中波乗車、高岡迄 510 円 

あいの風とやま鉄道 高岡駅・富山方面列車 8:38 9:29 9:48 10:08 10:50 11:14 11:46 

 

 

  

http://www.yuunagi.com/
http://www.t-lr.co.jp/
http://www1.coralnet.or.jp/manyosen/
http://www.kaetsunou.co.jp/regular/k_jikoku/?busstop=1014
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■補給＆休憩＆トイレポイント 

・宮崎駅 5km、第１CP 泊駅 10km （トイレ、飲料自販機あり） 

・入善高瀬地内・高瀬湧水 20km（湧水あり、園家山キャンプ場に代わる給水ポイント） 

・第２CP 入善扇状地湧水公苑 21km（トイレあり、園家山キャンプ場に代わるトイレポイント） 

・ファミリーマート生地漁港前店 26km・・・コース最初のコンビニ 

・第３CP ファミリーマート魚津東町店 31km・・・この後、蜃気楼ロードにファミマ 2 軒あり 

・ファミリーマート滑川中川原店 43.5km（例年利用のサークル K 滑川坪川店が閉店） 

・第４CP ほたるいかミュージアム 44km（トイレあり、飲料自販機あり） 

・ローソン滑川うおのみ 47.5km 

・ローソン水橋中村 48.5km・・・かつてのサンクス時代から LSD 練習で寄る定番コンビニ 

・第５CP 浜黒崎キャンプ場 中間点（トイレあり、飲料自販機あり） 

・ファミリーマート岩瀬天神町 56km・・・第 4CP からの距離的にここでの補給は必須？ 

・第６CP セブンイレブン四方荒屋 60km・・・以前はファミリーマートでした。 

・レストラン SAZAN 67km・・・新湊マリーナ隣接、パスタうどんラーメン・パフェ等あり 

・第７CP 県営渡船両乗り場 or 新湊大橋両側 70 km（トイレ、飲料自販機あり） 

・海王丸パーク 70.5km、 新湊きっときと市場 71km 

・きときと食堂（まかない丼 500 円がお奨め）、JF 新湊漁協女性部食堂 71.5km 

・前山冷菓 78km（ほぼ毎年立ち寄ってましたが、昨年から伏木のコースを変えたため・・・？） 

・ところてんの奥 79km（伏木の新コース沿い） 

・越乃庭の食事処 80km（入浴施設の食堂、2013 年 50km 組はここで昼食） 

・第８CP 道の駅「雨晴」80.5km 2018 年 4 月 25 日オープン（トイレ、飲料自販機あり） 

・雨晴駅前 81km（トイレ、飲料自販機あり） 

・雨晴駅すぐの山田フードストア（2014 年はキュウリの漬物をご提供頂きました深謝） 

・多古爺 86.4km（ここでの補給が最近の定番の様です、ボリュームあり） 

・ひみ家 88km（2011 年 100km 組はここで昼食・・・かなり待たされました） 

・氷見道の駅 番屋街 88km 

・最終 CP デイリーストア阿尾 91.5km 

・ゴール手前、藪下酒店・・・ゴール乾杯のビール購入 たまに鍵掛かってます 

 

■コース上にある青い線は？ 

 

 

 

 

 

 

。 

 

 

以 上 

 富山湾岸ウルトラマラニック／企画・主催 いたち川ランニングクラブ コース解説 2019 年版第 1.00 版（2019.6.16） 

越中宮崎駅前から、路側の白線に沿って青い破線が

ペイントされています。富山県が 2014 年から整備してい

る「富山湾岸サイクリングコース 88 ㎞」を示す青線です

が、どう見てもいたち川 RC の「富山湾岸ウルトラマラニッ

ク」から名称とコースをパクッた様にしか思えません(笑)。

でもおかげで道に迷いそうになったらこの青線を頼れま

す。ルートは若干違えど、氷見市の阿尾デイリーストア横

までは続いています。  

http://www.info-toyama.com/tokushu/toyama-bay/img/toyama_bay_cycling_map.pdf

