
 

 

 

 

 

 

第８０回 
 

一関・盛岡間駅伝競走大会 
 

 

コース詳細 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 １区 
 

一関市・一ノ関駅前～平泉町・中尊寺前（９.１㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 一ノ関駅前 

０．１ 一関駅前交差点◎右折→大町方面へ 

大町銀座交差点◎直進（0.2㌔付近） 

大町交差点◎直進（0.4㌔付近） 

地主町角交差点◎左折（0.6㌔付近）→平泉方面へ 

広街北口交差点◎直進（0.9㌔付近） 

一高前交差点◎直進（0.95㌔付近） 

１．０ 旅館やなぎ前交差点◎右折（1.3㌔付近）→平泉方面へ 

竹山交差点◎直進（1.7㌔付近） 

２．０ 山目交番前 

中里小学校前交差点◎直進（2.7㌔付近） 

３．０ 梁川歯科医院前 

山ノ目駅前◎直進（3.3㌔付近） 

３．５ 沢田入口バス停前・信号直進 

４．０ 中里新町バス停前 

５．０ ネッツトヨタ前 

５．７ 一関バイパス北口交差点◎Ｙ字路右方向へ →国道 4号に合流 

佐野原交差点◎直進（5.95㌔付近） 

６．０ 川嶋印刷㈱前 

平泉バイパス南口交差点◎Ｙ字路左折（6.1㌔付近） →中尊寺方面へ 

７．０ 樋渡交差点◎直進、左側にファミリーマート 

毛越寺口交差点◎直進（7.8㌔付近） 

８．０ 鈴沢交差点◎直進（8.2㌔付近） 

花立交差点◎直進（8.7㌔付近） 

９．１ 中尊寺前（バス停留所） 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 



一般 ２区 
 

平泉町・中尊寺前～奥州市前沢区・前沢明峰支援学校前（７.５㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 中尊寺前（バス停留所） 

中尊寺交差点◎直進（0.1㌔付近） 

１．２ 衣川橋バス停留所、そのとなりにＪＳガソリンスタンド 

２．０ （左側）ファミリーマート 

衣川入口交差点◎直進（2.1㌔付近） 

２．３ 平泉バイパス北口交差点◎左折 →前沢方面へ 

３．０ （左側）「盛岡・北上・奥州残 km」標示（500メートル先１車線） 

４．０ （右側）南部屋敷 

４．６ Ｙ字路左方向へ →県道 243号、前沢市街へ 

５．０ 前沢スポーツセンター入口前 

Ｓ字カーブ出口（5.5㌔付近） 

６．０ （右側）肉のちだきゅう前交差点◎左折 →直後に右カーブ 

７．０ ヘアーサロンササキ前、直進 

交差点◎直進（7.3㌔付近）右手に前沢小学校入口看板 

７．５ 前沢明峰支援学校前 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 ３区 
 

奥州市・前沢明峰支援学校前～奥州市・岩手スバル水沢店前（１０.７㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 前沢明峰支援学校前 

１．０ （右側）千葉酒店付近 

１．６ 大儀寺付近で国道 4号に合流 →水沢方面へ 

２．０ 寺領踏切西交差点◎直進 

３．０ 小山バス停留所前 

４．０ 折居交差点◎直進 

５．０ ユーエスモーター前 

真城大深沢交差点◎直進（5.5㌔付近） 

５．８ 真城寺付近 

真城が丘団地口交差点◎直進（6.3㌔付近） 

大檀交差点◎直進（6.5㌔付近） 

丸谷自動車センター前（6.9㌔付近） 

７．０ 南中学校口交差点◎直進（7㌔付近） 

Ｙ字路右方向へ→そのまま国道 4号花巻・北上方面へを直進（7.4㌔） 

真城幅下交差点◎直進（7.5㌔付近） 

８．０ 水沢南こ線橋北側付近 

奥州警察署前交差点◎直進（8.3㌔付近） 

中田町交差点◎直進（8.6㌔付近） 

９．０ 太日通り交差点◎直進（8.9㌔付近） 

太日通り北交差点◎直進（9㌔付近） 

水沢駅東口交差点◎直進（9.2㌔付近） 

花園町交差点◎直進（9.5㌔付近） 

１０．０ 川原田交差点◎直進（9.9㌔付近） 

（右側）マクドナルド（10㌔付近） 

前田交差点◎直進（10.3㌔付近） 

１０．７ 岩手スバル水沢店前 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 



一般 ４区 
 

奥州市・岩手スバル水沢店前～金ケ崎町・街地区生涯教育ｾﾝﾀｰ前（６.９㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 岩手スバル水沢店前 

鐙田交差点◎直進（0.2㌔付近） 

道下交差点◎直進（0.8㌔付近） 

１．０ ホンダカーズ奥州北店前 

中ノ町交差点◎直進（1.8㌔付近） 

２．０ 共栄車輌工業前 

２．２ 白井坂交差点◎直進 →県道 270号、金ケ崎方面へ 

３．０ 梨畑バス停留所付近 

４．０ 胆沢城跡前（右側に赤鳥居） 

５．０ 再巡橋北口付近（右に民家） 

岩手銀行金ケ崎支店前交差点◎直進（5.9㌔付近） 

６．０ 明光義塾前交差点◎直進（6.1㌔付近） 

矢来交差点◎直進（6.5㌔付近） 

街地区生涯教育センター前交差点◎直進（6.8㌔付近） 

６．９ 街地区生涯教育センター前 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 ５区 
 

金ケ崎町・街地区生涯教育ｾﾝﾀｰ前～北上市・東北銀行北上支店前（１１.６㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 街地区生涯教育センター前 

０．５ Ｙ字路左方向（北上方面）へ 

→水沢東バイパス（国道 4号）下をくぐり、直後右カーブの上り坂 

０．８ 国道 4号に合流（左折） →北上方面へ 

餅田交差点◎直進（0.9㌔付近） 

１．０ 株式会社エヌ・エス・ピー前 

勘九郎東交差点◎直進（1.8㌔付近） 

２．０ （左側）ＪＡガソリンスタンド 

三ケ尻交差点◎直進（2.1㌔付近） 

荒巻横道上交差点◎直進（2.5㌔付近） 

３．０ 金ケ崎工業団地口交差点◎直進 

六原駅口交差点◎直進（3.3㌔付近） 

赤鳥居前交差点◎直進（3.8㌔付近） 

４．０ （左前方）「追突注意」（黄色）標示と東北自動車道情報板 

４．４ 北上金ケ崎ＩＣ口交差点◎ 

 →国道 4号左側に平行した側道へ進入 

４．９ 北上バイパス（国道 4号）下をくぐり、丁字路左折 

 →県道 254号に合流 

５．０ 山根架道橋（東北本線）下付近 

（左側）高鉄工業（5.5㌔付近） 

６．０ 北上市消防団第九分団第二部前 

７．０ （右側）ローソン◎直進 

８．０ （右側）ヤエガシタクシー 

９．０ コンパスウォーク北上鬼柳（旧・リフォームの鬼）前Ｙ字路左方向（県

道 225号）へ 

ＪＡ前交差点（いわて花巻みなみ支店）◎直進（9.4㌔付近） 

１０．０ ネッツトヨタ岩手北上前交差点◎右折 

→九年大橋を渡り、北上市役所方面へ 

１１．０ 九年大橋北側交差点◎直進（11.1㌔付近） 

（右側）室岡整形外科医院前交差点◎直進（11.3㌔付近） 

北上市役所前交差点◎直進（11.5㌔付近） 

１１．６ （右側）東北銀行北上支店前 

◎＝信号機 

 



一般 ６区  高校 １区 
 

北上市・東北銀行北上支店前～花巻市・公設地方卸売市場前（８.５㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 東北銀行北上支店前（北上市役所前） 

さくら野百貨店前交差点◎直進（0.2㌔付近） 

１．０ （右側）東北電力前交差点◎直進 

（左側）サンレック北上前交差点◎直進（1.6㌔付近） 

２．０ （右側）ミサワホーム 

（左側）ドコモ手前交差 左折（2.5㌔付近） 

流通センター口交差点◎右折（2.9㌔付近）→盛岡方面へ、4号に合流 

３．０ 岩手トヨペット北上前 

北上バイパス北口交差点◎直進（3.5㌔付近） 

旭が丘交差点◎直進（3.7㌔付近） 

４．０ サニータウン口交差点◎直進 

高屋沢交差点◎直進（4.4㌔付近） 

大下交差点◎直進（4.8㌔付近） 

５．０ タマホーム㈱北上営業所前 

県立中部病院入口交差点◎直進（5.2㌔付近） 

６．０ （左側）きたかみ自販 

北上工業団地口交差点◎直進（6.1㌔付近） 

中大堰川交差点◎直進（6.4㌔付近） 

７．０ （左側）日産プリンス岩手北上店 

新道交差点◎直進（7.4㌔付近） 

８．０ 農業研究センターバス停前 

公設市場口交差点◎直進（8.4㌔付近） 

８．５ 公設地方卸売市場前 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 ７区  高校 ２区 
 

花巻市・公設地方卸売市場前～花巻市・花巻市交流会館前（８.６㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 公設地方卸売市場前 

富士大学口交差点◎直進（0.3㌔付近） 

０．８ 花巻東ＢＰ南口交差点◎左折、国道２９８号へ →花巻警察署方面へ 

１．０ 山の神交差点◎直進 

瀬畑口交差点◎直進（1.7㌔付近） 

２．０ （左側）ローソン 

松原交差点◎直進（2.4㌔付近） 

２．７ 桜町交差点◎直進 →花巻警察署方面へ 

３．０ （左前方）プロショップニットー花巻看板 

朝日大橋西交差点◎直進（3.2㌔付近） 

高田交差点◎直進（3.4㌔付近） 

里川口交差点◎直進（3.6㌔付近） 

城内交差点（3.7㌔付近） 

４．０ 花巻警察署前交差点◎直進 

花巻警察署前（4.0㌔付近） 

花巻駅口交差点◎直進（4.2㌔付近） 

下小舟渡交差点◎直進（4.4㌔付近） 

上小舟渡交差点◎直進（4.7㌔付近） 

５．０ 四日町交差点◎直進（5.1㌔付近） 

本館口交差点◎直進（5.6㌔付近） 

東宮野目交差点◎直進（5.9㌔付近） 

６．０ 瀬川橋交差点◎直進 

石持交差点◎直進（6.5㌔付近） 

６．６ 花巻東ＢＰ北口◎左折 →国道 4号を盛岡方面へ(右側にルートイン) 

三嶽交差点◎直進（6.8㌔付近） 

７．０ 宮野目交差点◎直進（7.2㌔付近） 

宮野目北◎直進（7.4㌔付近） 

宮野目小学校口交差点◎直進（7.8㌔付近） 

８．０ ガリバーアウトレット前 

ホンダカーズ岩手南花巻空港前店（8.2㌔付近） 

８．６ 花巻市交流会館前（ゴロゴロ会館） 

◎＝信号機 

 



一般 ８区  高校 ３区 
 

花巻市・花巻市交流会館前～花巻市石鳥谷・ジョイス石鳥谷店南側（７.４㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 花巻市交流会館前（ゴロゴロ会館） 

花巻温泉・台温泉交差点◎直進（0.8㌔付近） 

１．３ 花巻空港駅口交差点◎直進 

南寺林交差点◎直進（1.6㌔付近） 

２．０ （右側）ビジネスホテル空港 

塚の根交差点◎直進（2.5㌔付近） 

３．０ 滝沢橋上付近 

黒沼交差点◎直進（3.4㌔付近） 

石鳥谷ＢＰ南口交差点◎直進（3.8㌔付近） 

４．０ 石鳥谷ＢＰ南口北交差点◎直進 

５．０ 中寺林交差点◎直進（5.6㌔付近） 

６．０ 道の駅石鳥谷交差点◎直進 

石鳥谷交差点◎直進（6.7㌔付近） 

７．０ みちのくクボタ前 

石鳥谷駅西口交差点◎直進（7.1㌔付近） 

７．４ ジョイス石鳥谷店南側 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 ９区  高校 ４区 
 

花巻市石鳥谷・ジョイス石鳥谷店南側～紫波町・紫波警察署前（６.８㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ ジョイス石鳥谷店南側 

好地南交差点◎直進（0.1㌔付近） 

好地交差点◎直進（0.5㌔付近） 

１．０ 好地北交差点◎直進 

石鳥谷北こ線橋標示板付近（1.7㌔付近） 

２．０ 二戸：盛岡・石鳥谷町内分岐表示看板（道路上） 

犬渕交差点◎直進（2.3㌔付近） 

畑工務店前丁字路交差点◎直進（2.7㌔付近） 

３．０ 犬渕工業団地入口交差点◎直進 

滝名川バス停（3.6㌔付近） 

４．０ （右側）車買取センター 

南日詰交差点（4.1㌔付近） 

５．０ （右側）ハーレーダビッドソン岩手 

紫波町南日詰陸橋（5.2㌔付近） 

日詰駅入口交差点◎直進（5.4㌔付近） 

紫波ＩＣ入口交差点◎直進（5.9㌔付近） 

６．０ 岩手トヨペット紫波支店 

紫波警察署前交差点◎直進（6.6㌔付近） 

６．８ 紫波警察署前（ファミリーマート紫波桜町店） 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 １０区  高校 ５区 
 

紫波町・紫波警察署前～矢巾町・徳田小学校前（６.７㌔） 

 

キロ数 目   印 

０．０ 紫波警察署前（紫波桜町店） 

桜町北交差点◎直進（0.1㌔付近） 

運動公園入口交差点◎直進（0.4㌔付近） 

日詰交差点◎直進（0.7㌔付近） 

紫波中央駅入口交差点◎直進（0.9㌔付近） 

１．０ 夢と虹の歩道橋付近 

城山入口交差点◎直進（1.4㌔付近） 

本誓寺前交差点◎直進（1.8㌔付近） 

２．０ 「県立総合防災センター」標示 

ツルハドラッグ前（2.2㌔付近） 

古館小学校入口交差点◎直進（2.5㌔付近） 

古館駅入口交差点◎直進（2.8㌔付近） 

３．０ 宇佐美ガソリンスタンド前 

高水寺北交差点◎直進（3.2㌔付近） 

古館ＢＰ北口交差点◎直進（3.5㌔付近） 

４．０ （左側）WILD STYLE 

間野々南交差点◎直進（4.5㌔付近） 

長徳橋入口交差点◎直進（4.8㌔付近） 

５．３ 清掃事業所入口交差点◎直進 

柳屋矢巾店（5.5㌔付近） 

６．０ （左側）「タカラ」看板 

徳田神社前交差点◎直進（6.4㌔付近） 

６．７ 徳田小学校前 

 

◎＝信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般 １１区  高校 ６区 
矢巾町・徳田小学校前～盛岡市・東北銀行本店前（１１.２㌔） 

キロ数 目   印 

０．０ 徳田小学校前 

矢幅駅入口交差点◎直進（0.5㌔付近） 

１．０ 高田藤沢稲荷神社前 

２．０ かわはら床や前付近 

高田交差点◎直進（2.2㌔付近） 

「盛岡市」標示、新日本建販前（2.6㌔付近） 

見前南交差点◎直進（2.9㌔付近） 

３．４ 西見前交差点 

浄化センター入口交差点◎直進（3.5㌔付近） 

都南中央橋口交差点◎直進（3.8㌔付近） 

４．０ ワキタ前 

見前南中学校入口交差点◎直進（4.3㌔付近） 

見前歩道橋南交差点◎直進（4.5㌔付近） 

ＪＡ見前支所前◎直進（4.7㌔付近） 

５．０ （左側）米内歯科医院 

岩手飯岡駅入口交差点◎直進（5.3㌔付近） 

盛岡南ＩＣ入口交差点◎直進（5.8㌔付近） 

６．０ 麺屋はつがい前 

大國神社前交差点◎直進（6.2㌔付近） 

津志田交差点直進（6.7㌔付近） 

７．０ 岩手マツダ前 

四高入口交差点◎直進（7.3㌔付近） 

７．４ 川久保病院前Ｙ字路交差点◎左方向へ →仙北町方面へ 

右側に三菱自動車（7.7㌔付近） 

８．０ （右側）スズキアリーナ盛岡スズキ自販岩手前 

９．０ ベルフ仙北前、北日本銀行仙北支店交差点◎直進 

明治橋南交差点◎直進（9.6㌔付近） 

明治橋北交差点◎直進（9.8㌔付近） 

１０．０ （右側）プランタンブラン前Ｙ字路交差点◎右方向→旧バスセンター方面 

南大通二丁目交差点◎直進（10.1㌔付近） 

南大通一丁目交差点◎直進（10.5㌔付近） 

１０．７ バスセンター前交差点◎左折 →中ノ橋方面へ 

メガネの水晶堂前交差点◎直進（10.9㌔付近） 

１１．０ プラザおでって前 

１１．２ 東北銀行本店前 

◎＝信号機 


