
駅名読み仮名一覧

東京 とうきょう 愛知御津 あいちみと 天竜峡 てんりゅうきょう

品川 しながわ 三河大塚 みかわおおつか 飯田 いいだ

新横浜 しんよこはま 三河三谷 みかわみや 伊那市 いなし

小田原 おだわら 蒲郡 がまごおり 大府 おおぶ

熱海 あたみ 三河塩津 みかわしおつ 半田 はんだ

三島 みしま 三ケ根 さんがね 岐阜 ぎふ

新富士 しんふじ 幸田 こうだ 鵜沼 うぬま

静岡 しずおか 相見 あいみ 美濃太田 みのおおた

掛川 かけがわ 岡崎 おかざき 下呂 げろ

浜松 はままつ 西岡崎 にしおかざき 高山 たかやま

豊橋 とよはし 安城 あんじょう 飛騨古川 ひだふるかわ

三河安城 みかわあんじょう 三河安城 みかわあんじょう 名古屋 なごや

名古屋 なごや 東刈谷 ひがしかりや 金山 かなやま

岐阜羽島 ぎふはしま 野田新町 のだしんまち 鶴舞 つるまい

米原 まいばら 刈谷 かりや 千種 ちくさ

京都 きょうと 逢妻 あいづま 大曽根 おおぞね

新大阪 しんおおさか 大府 おおぶ 新守山 しんもりやま

熱海 あたみ 共和 きょうわ 勝川 かちがわ

函南 かんなみ 南大高 みなみおおだか 春日井 かすがい

三島 みしま 大高 おおだか 神領 じんりょう

沼津 ぬまづ 笠寺 かさでら 高蔵寺 こうぞうじ

片浜 かたはま 熱田 あつた 多治見 たじみ

原 はら 金山 かなやま 土岐市 ときし

東田子の浦 ひがしたごのうら 尾頭橋 おとうばし 瑞浪 みずなみ

吉原 よしわら 名古屋 なごや 恵那 えな

富士 ふじ 枇杷島 びわじま 美乃坂本 みのさかもと

富士川 ふじかわ 清洲 きよす 中津川 なかつがわ

新蒲原 しんかんばら 稲沢 いなざわ 木曽福島 きそふくしま

蒲原 かんばら 尾張一宮 おわりいちのみや 多治見 たじみ

由比 ゆい 木曽川 きそがわ 小泉 こいずみ

興津 おきつ 岐阜 ぎふ 根本 ねもと

清水 しみず 西岐阜 にしぎふ 可児 かに

草薙 くさなぎ 穂積 ほづみ 美濃太田 みのおおた

東静岡 ひがししずおか 大垣 おおがき 名古屋 なごや

静岡 しずおか 垂井 たるい 八田 はった

安倍川 あべかわ 関ケ原 せきがはら 春田 はるた

用宗 もちむね 近江長岡 おうみながおか 蟹江 かにえ

焼津 やいづ 米原 まいばら 永和 えいわ

西焼津 にしやいづ 下曽我 しもそが 弥富 やとみ

藤枝 ふじえだ 松田 まつだ 桑名 くわな

六合 ろくごう 御殿場 ごてんば 四日市 よっかいち

島田 しまだ 富士岡 ふじおか 亀山 かめやま

金谷 かなや 岩波 いわなみ 亀山 かめやま

菊川 きくがわ 裾野 すその 津 つ

掛川 かけがわ 下土狩 しもとがり 松阪 まつさか

愛野 あいの 大岡 おおおか 多気 たき

袋井 ふくろい 沼津 ぬまづ 紀伊長島 きいながしま

磐田 いわた 富士 ふじ 尾鷲 おわせ

豊田町 とよだちょう 竪堀 たてぼり 熊野市 くまのし

天竜川 てんりゅうがわ 入山瀬 いりやませ 松阪 まつさか

浜松 はままつ 富士宮 ふじのみや 家城 いえき

高塚 たかつか 西富士宮 にしふじのみや 多気 たき

舞阪 まいさか 身延 みのぶ 伊勢市 いせし

弁天島 べんてんじま 東花輪 ひがしはなわ 鳥羽 とば

新居町 あらいまち 南甲府 みなみこうふ

鷲津 わしづ 豊橋 とよはし

新所原 しんじょはら 牛久保 うしくぼ

二川 ふたがわ 豊川 とよかわ

豊橋 とよはし 新城 しんしろ

西小坂井 にしこざかい 中部天竜 ちゅうぶてんりゅう
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