
路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
160 16.3 長湫 ながくて

5.3 11.0 千種 ちくさ
4.3 1.0 東新町 とうしんちょう
3.3 1.0 栄町 さかえまち

130 2.6 0.7 広小路本町 ひろこうじほんまち
名 1.4 1.2 伏見町 ふしみちょう

0.7 0.7 柳橋 やなぎばし
0.0 0.7 名古屋 なごや
0.4 0.4 笹島 ささじま
3.2 2.8 小本 こもと

古 4.3 1.1 高畑 たかばた
6.1 1.8 前田橋 まえだばし
8.7 2.6 水里 みずさと
9.9 1.2 新蟹江 しんかにえ

電化 複線 11.4 1.5 日光川 にっこうがわ
屋 13.4 2.0 十四山 じゅうしやま

16.3 2.9 鍋田 なべた
18.2 1.9 木曽岬 きそざき

160 20.3 2.1 新長島 しんながしま
21.5 1.2 九華公園 きゅうかこうえん

線 22.3 0.8 桑名 くわな
23.8 1.5 町屋橋 まちやばし
25.6 1.8 新朝日 しんあさひ
27.0 1.4 川越 かわごえ
29.1 2.1 新富田 しんとみだ
31.7 2.6 羽津 はづ
32.7 1.0 金場城山 かなばしろやま
33.9 1.2 川原町 かわらまち 三滝橋→休止→川原町

130 35.0 1.1 諏訪 すわ
路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考

35.0 諏訪 すわ
130 35.6 0.6 十七軒町 じゅうしちけんちょう

鈴 36.8 1.2 中央緑地 ちゅうおうりょくち
37.8 1.0 日永東 ひながひがし

亀 39.0 1.2 泊 町 とまりちょう
39.8 0.8 海 星 かいせい

線 41.5 1.7 内 部 うつべ
42.8 1.3 釆 女 うねめ

・ 電化 複線 160 44.3 1.5 国 分 こくぶ
46.8 2.5 石薬師 いしやくし

釆 48.8 2.0 弓 削 ゆ げ
50.3 1.5 平田町 ひらたちょう

女 51.3 1.0 欅 通 けやきどおり
53.3 2.0 平 野 ひらの

線 55.2 1.9 国 府 こう
57.3 2.1 和 田 わだ
60.3 3.0 御幸町 みゆきちょう

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 御幸町 みゆきちょう
5.3 5.3 関 せき

20.5 15.2 土山 つちやま 鈴鹿隧道内特例 150km/h
25.4 4.9 市場 いちば

京 31.4 6.0 水口 みなくち
36.1 4.7 三雲 みくも
43.2 7.1 石部南 いしべみなみ
48.2 5.0 砥山 とやま 土山・草津間の経営は京滋交通線

電化 複線 140 51.5 3.3 栗東中央 りっとうちゅうおう
都 55.0 3.5 草津 くさつ

58.0 3.0 野路 のじ
60.8 2.8 瀬田公園 せたこうえん
63.0 2.2 石山寺 いしやまでら
66.0 3.0 膳所 ぜぜ 京滋交通線

線 68.0 2.0 浜大津 はまおおつ
73.0 5.0 新山科 しんやましな
79.0 6.0 京都八条 きょうとはちじょう
81.0 2.0 京都梅小路 きょうとうめこうじ



路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
70.0 7.0 長篠 ながしの
63.0 12.5 鳳来寺山口 ほうらいじさんぐち
50.5 5.5 作手 つくで

140 45.0 2.0 三河湖 みかわこ 三州鉄道 矢作線
43.0 9.5 羽布ダム はぶだむ
33.5 1.5 香嵐渓口 こうらんけいぐち
32.0 3.0 足助 あすけ
29.0 1.5 中金 なかかね
27.5 1.5 西広瀬 にしひろせ
26.0 1.5 藤岡 ふじおか
24.5 3.0 加納 かのう
21.5 1.5 石坂 いしさか

電化 複線 130 20.0 2.0 長湫公園 ながくてこうえん
18.0 3.0 香流川 かなれがわ
15.0 2.0 口論義公園 こうろぎこうえん
13.0 2.0 長湫 ながくて
11.0 2.1 猪高緑地 いだかりょくち
8.9 2.4 上社 かみやしろ
6.5 2.5 平和公園 へいわこうえん
4.0 2.0 四観音 しかんのん

午 2.0 2.0 千種 ちくさ
1.0 1.0 東新町 とうしんちょう
0.0 栄町 さかえまち
0.0 栄町 さかえまち
0.7 0.7 広小路本町 ひろこうじほんまち
1.2 1.2 伏見町 ふしみちょう
1.9 0.7 柳橋 やなぎばし
2.6 0.7 名古屋 なごや
3.0 0.4 笹島 ささじま
5.8 2.8 小本 こもと
6.9 1.1 高畑 たかばた
8.7 1.8 前田橋 まえだばし

11.3 2.6 水里 みずさと
12.5 1.2 新蟹江 しんかにえ

起 14.0 1.5 日光川 にっこうがわ
16.0 2.0 十四山 じゅうしやま
18.9 2.9 鍋田 なべた
20.8 1.9 木曽岬 きそざき
22.9 2.1 新長島 しんながしま

電化 複線 130 24.1 1.2 九華公園 きゅうかこうえん
24.9 0.8 桑名 くわな
26.4 1.5 町屋橋 まちやばし
28.2 1.8 新朝日 しんあさひ
29.6 1.4 川越 かわごえ
31.7 2.1 新富田 しんとみだ
34.3 2.6 羽津 はづ
35.3 1.0 金場城山 かなばしろやま
36.5 1.2 川原町 かわらまち

線 37.6 1.1 諏訪 すわ
38.2 0.6 十七軒町 じゅうしちけんちょう
39.4 1.2 中央緑地 ちゅうおうりょくち
40.4 1.0 日永東 ひながひがし
41.6 1.2 泊 町 とまりちょう
42.4 0.8 海 星 かいせい
44.1 1.7 内 部 うつべ
45.4 1.3 釆 女 うねめ
46.9 1.5 国 分 こくぶ
49.4 2.5 石薬師 いしやくし
51.4 2.0 弓 削 ゆ げ
52.9 1.5 平田町 ひらたちょう
53.9 1.0 欅 通 けやきどおり

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
午 0.0 金場城山 かなばしろやま
起 電化 複線 130 1.5 1.5 午 起 うまおこし 午起～十七軒町 休止
線 2.8 1.3 ※省線前  休止 しょうせんまえ



3.8 1.0 十七軒町 じゅうしちけんちょう

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
弥 0.0 弥富 やとみ
冨 電化 単線 110 2.2 2.2 東平島 ひがしへいじま
線 4.4 2.2 十四山 じゅうしやま

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 研究学園都市 けんきゅうがくえんとし

内燃 単線 110 0.5 0.5 鈴鹿山麓リサーチパークすずかさんろくリサーチパーク
1.5 1.0 スポーツランド スポーツランド

馳 4.3 2.8 桜花台 おうかだい 下り線 1,435mm軌間と３線式
電化 双単 130 6.0 1.7 智積町 ちしゃくちょう

7.3 1.3 高角 たかつの
8.3 1.0 かわしま かわしま

10.1 1.8 四郷 よごう
出 11.1 1.0 八王子 はちおうじ

内燃 複線 120 12.3 1.2 笹川 ささがわ
14.0 1.7 医療センター いりょうセンター
15.5 1.5 泊町 とまりちょう
17.4 1.9 六呂見 ろくろみ

線 19.0 1.6 馳出町 はせだしちょう
---- 海山道 みやまど

内燃 単線 75 ---- 鹿化川 かばけがわ
---- 省線四日市 よっかいち
---- 午 起 うまおこし

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 御幸町 みゆきちょう

学 2.0 2.0 阿野田 あのだ
3.9 1.9 昼 生 ひるお

園 内燃 複線 130 6.0 2.1 三 宅 みやけ
7.9 1.9 徳 居 とくすい

都 9.5 1.6 天 名 あまな
11.0 1.5 徳 田 とくだ ※ 徳田駅とＩＲ線徳田駅は隣接しています。

市 13.2 2.2 稲生西 いのうにし ※ 徳田・白子間 ＩＲに移管
内燃 単線 120 15.3 2.1 玉 垣 たまがき

線 16.3 1.0 暁 あかつき
18.5 2.2 白 子 しろこ

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
学 0.0 天 名 あまな
園 内燃 複線 130 2.5 2.5 大学前 だいがくまえ
都 3.0 0.5 中瀬古 なかせこ ※ 中瀬古駅とＩＲ線中瀬古駅は隣接しています。
市 5.5 2.5 千 里 ちさと

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 平田町 ひらたちょう
0.8 0.8 弁天山 べんてんやま

鈴 2.4 1.6 西条竹野口 にしじょうたけのぐち
3.4 1.0 神 戸 かんべ
4.2 0.8 鈴 鹿 すずか

鹿 6.2 2.0 岸 岡 きしおか
8.0 1.8 江 島 えじま

電化 複線 130 9.0 1.0 白 子 しろこ
環 10.3 1.3 寺 家 じけ

11.3 1.0 御座池公園 ございけこうえん
12.7 1.4 伊奈富神社 いのうじんじゃ

状 13.7 1.0 鈴鹿サーキット南 すずかさーきっとみなみ
14.2 0.5 鈴鹿サーキット すずかさーきっと
14.7 0.5 青少年の森 せいしょうねんのもり

線 16.0 1.3 奈 良 なら
17.0 1.0 欅 通 けやきどおり
18.0 1.0 平田町 ひらたちょう



路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
空 電化 複線 160 0.0 白 子 しろこ 1,435mm軌間と３線式

30.0 30.0 空港ターミナル くうこうターミナル
30.3 0.3 旅客船ターミナル りょきゃくせんターミナル

港 33.3 3.0 常滑港 とこなめこう

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 御幸町 みゆきちょう

坂 3.5 3.5 大岡寺 たいこうじ
5.3 1.8 関 せき

下 内燃 単線 120 6.8 1.5 観音堂 かんのんどう
9.7 2.9 沓掛 くつかけ

線 11.5 1.8 坂下 さかした 鈴鹿隧道内特例 140km/h
19.2 7.7 田村神社 たむらじんじゃ
20.5 1.3 土山 つちやま

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
電化 複線 130 0.0 御幸町 みゆきちょう

17.2 17.2 部田 へた
路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考

0.0 部 田 へた
3.6 3.6 阿 漕 あこぎ
5.1 1.5 青 谷 あおだに
9.3 4.2 新高茶屋 しんたかちゃや

安 13.8 4.5 小野江 おのえ
19.4 5.6 松ヶ崎 まつがさき
20.6 1.2 川井町 かわいまち
21.8 1.2 松阪公園 まつさかこうえん
22.8 1.0 新松阪 しんまつさか
23.6 0.8 大黒田 おおくろだ
25.8 2.2 徳 和 とくわ

濃 28.3 2.5 豊 原 とよはら
29.5 1.2 早馬瀬 はやまぜ
31.4 1.9 金剛坂 こんごうさか

電化 複線 130 33.3 1.9 有爾中 うになか
36.1 2.8 湯 田 ゆだ
38.5 2.4 上 地 うえじ
40.3 1.8 度会橋 わたらいばし

津 41.5 1.2 筋向橋 すじかいばし
42.8 1.3 外宮前 げくうまえ
44.3 1.5 勢田町 せたちょう
46.1 1.8 浦田町 うらたちょう
46.8 0.7 大神宮前 だいじんぐうまえ
57.8 11.0 恵利原 えりはら
60.2 2.4 磯 部 いそべ

線 64.8 4.6 横山登山口 よこやまとざんぐち
66.0 1.2 鵜 方 うがた
67.0 1.0 西神明 にししんめい
68.8 1.8 賢島大橋 かしこじまおおはし
69.6 0.8 真珠港 しんじゅこう

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 東町 ひがしまち

部 0.6 0.6 本丸 ほんまる
1.2 0.6 池の側 いけのかわ
2.0 0.8 御幸町 みゆきちょう
2.8 0.8 天神 てんじん

田 電化 複線 130 4.3 1.5 安知本 あちもと
7.2 2.9 椋本 むくもと
8.5 1.3 豊久野 とよくの

11.0 2.5 高野尾 たかのお
12.1 1.1 銭懸 ぜにがけ

線 15.4 3.3 窪田 くぼた
17.7 2.3 総合文化センター そうごうぶんかせんたー
19.2 1.5 部田 へた



路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 部 田 へた
0.8 0.8 桜 橋 さくらばし
2.8 2.0 乙 部 おとべ
3.4 0.6 贄 崎 にえざき
4.0 0.6 渚町臨空 なぎさまちりんくう
5.2 1.2 柳 山 やなぎやま

新 6.7 1.5 結城神社 ゆうきじんじゃ
8.2 1.5 御殿場口 ごてんばぐち
9.3 1.1 米 津 よねづ

10.9 1.6 高茶屋 たかちゃや
11.6 0.7 本 郷 ほんごう
12.8 1.2 十五所 じゅうごそ
15.6 2.8 香良洲 からす
17.6 2.0 小野江 おのえ
21.2 3.6 小津 おづ

港 電化 複線 120 23.2 2.0 松ヶ崎 まつがさき
24.4 1.2 川井町 かわいまち
25.6 1.2 松阪公園 まつさかこうえん
26.6 1.0 新松阪 しんまつさか
27.4 0.8 大黒田 おおくろだ
29.6 2.2 徳 和 とくわ
32.1 2.5 豊 原 とよはら
33.3 1.2 早馬瀬 はやまぜ
35.2 1.9 金剛坂 こんごうさか

線 37.1 1.9 有爾中 うになか
39.9 2.8 湯 田 ゆだ
42.3 2.4 上 地 うえじ
44.1 1.8 度会橋 わたらいばし
45.3 1.2 筋向橋 すじかいばし
46.6 1.3 外宮前 げくうまえ
48.1 1.5 勢田町 せたちょう
49.9 1.8 浦田町 うらたちょう
50.6 0.7 大神宮前 だいじんぐうまえ

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 大神宮前 だいじんぐうまえ
4.0 4.0 朝熊山麓 あさまさんろく
8.4 4.4 二 見 ふたみ
9.5 1.1 江 え

鳥 10.5 1.0 松 下 まつした
13.3 2.8 堅 神 かたかみ
15.6 2.3 佐田浜 さだはま
16.5 0.9 中之郷桟橋 なかのごうさんばし

電化 複線 130 18.1 1.6 安楽島 あらしま
羽 25.5 7.4 石 鏡 いじか

28.9 3.4 国 崎 くざき
31.9 3.0 相 差 おうさつ
33.2 1.3 畔 蛸 あだこ
37.9 4.7 的 矢 まとや

線 40.0 2.1 坂 崎 さかざき
44.1 4.1 金 谷 かなや
45.0 0.9 裏 城 うらじろ
46.0 1.0 神 明 しんめい
47.5 1.5 真珠港 しんじゅこう

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 鵜 方 うがた

電化 複線 130 0.3 0.3 志摩市役所前 しましやくしょまえ
志 1.5 1.2 金 谷 かなや

3.2 1.7 長 沢 ながさわ
5.2 2.0 立 神 たてがみ
6.8 1.6 島茶屋 しまちゃや

摩 電化 複線 120 7.7 0.9 畦 名 あぜな
8.6 0.9 名 田 なた
9.7 1.1 田 神 たがみ

10.6 0.9 波 切 なきり



交 電化 単線 40 10.9 0.3 波切小学校 なきりしょうがっこう 併用軌道
11.9 1.0 大王口 だいおうぐち
12.9 1.0 車庫前 しゃこまえ
14.6 1.7 船 越 ふなこし

通 電化 複線 120 17.3 2.7 片 田 かただ
19.3 2.0 布施田 ふせだ
21.0 1.7 和 具 わぐ
22.3 1.3 越 賀 こしが

線 25.5 3.2 白 浜 しらはま
26.0 0.5 御座港 ござみなと

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 部 田 へた
0.8 0.8 塔世橋 とうせばし
1.9 1.1 大 門 だいもん
2.6 0.7 船頭町 せんどまち

中 3.8 1.2 閻魔堂 えんまどう
9.3 5.5 高茶屋 たかちゃや

電化 複線 130 12.2 2.9 新高茶屋 しんたかちゃや
13.0 0.8 井戸山 いどやま
14.0 1.0 久 居 ひさい
14.8 0.8 一本松 いっぽんまつ
16.6 1.8 戸 木 へき
18.7 2.1 大師前 だいしまえ
20.8 2.1 高 野 たかの
21.5 0.7 一 志 いちし

勢 24.2 2.7 大 仰 おおのぎ
26.8 2.6 井 生 いう
28.7 1.9 二本木 にほんぎ
30.8 2.1 伊勢川口 いせかわぐち
35.3 4.5 家 城 いえき

電化 複線 140 38.8 3.5 竹 原 たけはら
45.6 6.8 八 知 やち
50.8 5.2 石名原 いしなはら
55.3 4.5 敷 津 しきづ
59.3 4.0 太郎生 たろう

線 65.8 6.5 国 津 くにつ
69.8 4.0 比奈知ダム ひなちだむ
72.3 2.5 つつじが丘 つつじがおか
74.7 2.4 夏見橋 なつみばし

電化 複線 130 75.8 1.1 平尾町 ひらおまち
76.8 1.0 西名張 にしなばり

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 部田 へた
1.2 1.2 養正町 ようせいちょう

電化 複線 120 2.5 1.3 津新町 つしんまち
5.0 2.5 青谷 あおだに

布 7.5 2.5 久居 ひさい
11.7 4.2 宮古 みやこ
15.7 4.0 一志 いちし

引 24.8 9.1 佐田 さだ
電化 複線 160 42.2 17.4 阿保 あお

44.7 2.5 神 戸 かんべ
線 47.2 2.5 美旗新田 みはたしんでん

50.2 3.0 桔梗が丘 ききょうがおか
52.2 2.0 鴻之台 こうのだい
54.2 2.0 西名張 にしなばり

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 西名張 にしなばり
2.0 2.0 蔵 持 くらもち

伊 3.6 1.6 桔梗が丘西 ききょうがおかにし
6.7 3.1 東田原 ひがしたはら 伊賀交通線

電化 複線 130 10.0 3.3 蔵縄手 くらなわて
賀 12.5 2.5 猪 田 いだ



15.0 2.5 守 田 もりた
17.0 2.0 鍵屋辻 かぎやのつじ

線 18.0 1.0 崇広堂前 すうこうどうまえ
19.0 1.0 上野市 うえのまち
19.3 0.3 上野丸の内 うえのまるのうち
22.0 2.7 三田 みた

路線 方式 線路 最高運転速度 km 駅間 駅  名 備       考
0.0 阿 保 あお
2.5 2.5 神 戸 かんべ

電化 複線 160 5.0 2.5 美旗新田 みはたしんでん 伊賀交通線
畿 8.0 3.0 桔梗が丘 ききょうがおか

10.0 2.0 鴻之台 こうのだい
央 12.0 2.0 西名張 にしなばり

13.2 1.2 大屋戸橋 おおやどばし
ラ 14.5 1.3 梅が丘 うめがおか 伊賀交通線

19.0 4.5 毛 原 けはら
イ 電化 複線 160 27.5 8.5 畿央高原都祁 きおうこうげんつげ 160km/h対応規格

32.0 4.5 福 住 ふくずみ
ン 36.0 4.0 苣 原 ちしゃわら

41.0 5.0 丹波市 たんばいち
46.0 5.0 浄化センター公園 じょうかせんたーこうえん
49.0 3.0 安堵 あんど
52.0 3.0 斑鳩 いかるが
53.0 1.0 法隆寺 ほうりゅうじ
57.0 4.0 新平群 しんへぐり

電化 複線 140 60.0 3.0 信貴山東 しぎさんひがし 大和交通線
67.0 7.0 信貴山麓 しぎさんろく
72.0 5.0 瓢箪山 ひようたんやま
75.5 3.5 吉田 よした

電化 複線 130.0 80.0 4.5 鴻池 こうのいけ 大和交通線
82.5 2.5 徳庵 とくあん
85.0 2.5 放出 はなてん
87.5 2.5 鴫野 しぎの
89.5 2.0 京橋 きようばし
90.2 0.7 網島 あみじま


