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中川車庫 38.447253,140.87274 中川観光バス事務所前 6:50 大和ＩＣ 38.432919,140.918503 コスモ石油　キタセキ 6:30
高砂

38.270114,140.973371 仙台市高砂保育所北へ100m公園横 7:00

まほろば 38.442928,140.881612 まほろばホール入口 6:53 鶴巣 38.419311,140.936198 岸　バス停　自販機 6:35 福室　 38.279223,140.969251 かわい動物病院前 7:03

ターミナル 38.438224,140.886269 バスターミナル　屋根付き待合場 6:56 しらかし台小38.350136,140.964812 ホワイト急便前 6:49 田子 38.28414,140.959745 ヤマザワ前 7:05

三の関 38.413412,140.888795 富谷営業所バス停 7:02 青葉台 38.33723,140.963658 青葉台中央バス停 6:54 山崎 38.293899,140.931198 やまや前 7:13

ひより台 38.403123, 140.886404 アウトレットABC北側道路片岡内科医院前 7:04 岩切駅前 38.303741,140.953466 バス停手前50m 7:05 南光台 38.2995592,140.8960122,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0ホットモット南光台店 7:21

とちのき沢 38.390219,140.880239 セブンイレブン富谷とちの木店70m北側 7:07 鶴が丘口 38.314178,140.922835 鶴が丘NT入口バス停 7:18 八乙女 38.310967,140.88121 向原バス停 7:33

大冨中央 38.376128,140.862735 セブンイレブンもみじヶ丘店南側バス停
(中国料理大鵬 前バス停) 7:13 鶴が丘 38.320801,140.921041 鶴が丘3丁目バス停 7:20 泉区役所 38.325199,140.881541 泉区役所バス停 7:38

厚生スポ 38.362133,140.865562 スポーツセンター前バス停
(仙台銀行北東側) 7:17 松陵公園 38.327105,140.912871 松陵公園前バス停 7:23

大清水 38.364966,140.879139 ツルハドラック前バス停 7:22 向陽台中 38.334608,140.905728 ゼブラ帯 7:27

成　田 38.360404,140.893438 フアミリーマート前バス停 7:26 山の寺 38.326327,140.895785 前バス停　手前 7:30

明石台 38.351063,140.894393 明石台公園南側交差点東70m地点 7:28 将監５ 38.338143,140.878512 将監５丁目バス停 7:37

東向陽台 38.340773,140.897553 東向陽台中南側バス停 7:33 桂３丁目 38.33791,140.863483 桂３丁目バス停 7:42

泉が丘 38.353228,140.870119 お好み焼き本舗西側 7:40 桂２丁目 38.334315,140.857982 桂2丁目バス停 7:48

北高森 38.345253,140.855032 エネオスGS西側 7:43

寺岡 38.335278,140.835409 寺岡デイサービスセンター前 8:48

寺岡三 38.338976,140.824532 ふたば歯科医院前 9:50
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七　郷 38.243308, 140.940111 ヤマザワ　前 6:50 仙台大 38.051143,140.771129 仙台大学校内 6:30 秋保 38.228501,140.722649 セブンイレブン前 6:50

六　郷 38.217793,140.929173 東高バス停 6:56 槻木 38.081382,140.82143 セブンイレブン駐車場内 6:40 錦ヶ丘８ 38.258301,140.760044 錦が丘８丁目バス停 6:55

沖　野 38.22623,140.907851 パチンコ　パラディソ前　ゼブラゾーン 7:00 岩沼 38.114556,140.845376 ローソン北120m 6:48 愛子駅 前 38.271031,140.762101 愛子駅前バス停 7:00

八本松 38.225682,140.894884 新道 7:10 名取 38.150521,140.851392 愛島交番連絡所前 6:54 落合駅 38.272889,140.788789 落合駅前バス停 7:05

長  町 38.225718, 140.882591 焼肉東山前 7:15 那智が丘4 38.193795,140.836956 那智が丘4丁目バス停 7:15 高野原２ 　 38.287798,140.767972 高野原２丁目バス停 　 7:12

泉崎北 38.223469,140.869842 居酒屋　真心 7:17 みどり台 38.198252,140.834081 みどり台バス停 7:16 高野原４ 　 38.289488,140.756973 高野原４丁目バス停 　 7:14

砂押町 38.22478,140.864929 パチンコ　タイガー　宮城日産西多賀前 7:19 ゆりが丘 38.206314,140.829395 ゆりが丘バス停 7:18 赤　坂　　 38.292155,140.742781 赤坂３丁目バス停 7:20

西多賀 38.222205,140.850933 西多賀４丁目バス停　やまや前 7:22 相互台 38.206189,140.808232 ライフタウン名取中央バス停 7:30 みやぎ台５  38.312722,140.762745 みやぎ台５ 丁目バス停 7:28

鈎　取 38.220882,140.841433 鈎取町東バス停　ローソン前 7:24 茂庭台 38.240122,140.783443 茂庭台5丁目 7:45 みやぎ台２ 38.307353,140.773691 みやぎ台２ 丁目バス停 7:30

山  田 38.22181,140.83342 ゼブラゾーン 7:27 折立 38.265013,140.810518 折立バス停 7:52 住吉台 38.330211,140.783996 すみよし台小学校・郵便局前 7:38

太　白 38.229915, 140.817849 太白小学校南側信号～長町方向へ50ｍ
生垣の切れ目 7:31 吉成 38.291227,140.820984 吉成バス停 8:00 萩　坂 38.335896,140.790385 萩坂バス停 7:40

日本平 38.222599, 140.808007 南ニュータウン東バス停 7:36 根白石 38.343547,140.796578 旧JA前 7:43

館 38.313755,140.797761 仙台館児童センター入口 7:50
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http://maps.google.co.jp/?hl=ja&q=38.313755,140.797761


バス停 座標位置 細部位置 時刻

加美Ａ 38.561313,140.860879 南部屋敷南側駐車場 6:30

加美B 38.572625,140.872155 ホーマック駐車場入り口 6:35

古川ＩＣ 38.595621,140.932891 新田バス停　川沿い 6:48

古川駅 38.570838,140.96722 駅西側バスターミナル内　（南側から二つ目） 7:00

三本木 38.520830, 140.939184 道の駅 7:14

大衡地下道38.466384,140.877369 大衡町役場交差点 7:30

大衡ＩＣ  38.47244,140.905473 大衡ＩＣ  手前400m 7:33
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