
学会参加者のためのランニングコースガイド

第31回日本整形外科超音波学会にご参加頂き誠にありがとうございます．学会場では活発

な討論を，そして学会前後は名古屋の滞在をお楽しみください．さてご参加頂く先生の中には，
きっとランニング愛好家の方も多いことと思います．私も学会のたびにジョギングシューズを持

参しています．旅先の街を走るのもまた楽しいものです．今回はホスト側として名古屋のラン
ニングコースガイドを作成してみました．アフターコングレスのひとときに，またはコングレス前
の眠気覚ましに，ホテルから一歩外へ，梅雨空の晴れ間に名古屋の街を走ってみません

か？皆様の滞在場所に応じて，独断と偏見に満ちたランニングコースをご紹介致します．しか
し，走り過ぎて学会に間に合わないなんてことのないように. Let’s Go ! ! 

第31回日本整形外科超音波学会 2019. 7. 6 -7

至学館大学健康科学部健康スポーツ科学科 後藤英之

ご注意：距離はあくまで地図上または自転車メーターで

の計測であり，実測値ではありません．

所要時間は １km 6分ペースで計算しています．
休憩や写真撮影の時間は含まれていません．

名古屋駅滞在の方： ① JR名古屋駅前⇄ 名古屋城（1周） 距離 7.0km  42分

② JR名古屋駅前→ ささしまライブ駅→堀川→

納屋橋→JR名古屋駅前 距離 4.5km  30分

栄滞在の方: 久屋大通り公園往復 距離 4.4km  26分

金山駅滞在の方： 金山駅 ⇄ 宮（七里）の渡し 距離 7.0km  42分
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JR名古屋駅 ⇄ 名古屋城(1周)
名古屋の玄関口JR名古屋駅周辺は，JRツインビルをはじめミッドランドスクエア，

スパイラルタワーなど高層ビル群が立ち並ぶ繁華街のため，ジョギングに適し

た道が少ないのが難点です．そこで北東へ向かって名古屋城をめざしてはどう

でしょうか．JR名古屋駅から那古野の古い街並みを経て堀川を北上し，外堀通

りを渡りさらに北上すれば名古屋城の金の鯱が見えてくることでしょう．

ルート

名古屋駅前(北東) — 那古野 — 円頓寺商店街（東へ） — 堀川(五
条橋)（北上）— 影雲橋東（北上） — 巾下橋西（R22横断）（北上） —
朝日橋(東へ) — 名古屋能楽堂 — 名古屋城正門

１ JR名古屋駅東側のロータリーから北へ名古屋JPタワー向かい側の北東に
斜めに伸びる道へ渡ります．

２ ここから那古野 (なごの；名古屋(なごや)の名前の起源) を目指します．

３ 那古野交差点より１筋北の交差点から東へ伸びるアーケード（円頓寺商店
街）を通り抜けます．高速道路の下を渡りさらに抜けると堀川（五条橋）です．

４ 堀川は名古屋城築城の資材運搬のために作られた川で，名古屋城の北西
面を流れています．この堀川の東岸を北上します．

５ 外堀通り（影雲橋）高速道路の高架下を渡りさらに北上します．

６ 国道22号線（幅下橋西交差点）を渡り，次の朝日橋（あさひばし）を右折し渡
ります．緩やかに曲がった坂を登ります．

７ 名古屋能楽堂を右に見ながら進めば名古屋城正門が左手にみえます．

８ 中には入らずに西へ向かうと右手に西門が現れるので，これを通ってドル
フィンズアリーナ（大相撲名古屋場所が開催されます）へ向かいます

９ さらに東門へ向かい，お掘を渡ると大津通りに出ます．ここを左折して藤の
廊下を北上します．

１０ 水が入ったお堀を左手に見ながらお城の周りを周回します．北には名城公
園があります．お城の西側北側の堀端は本丸に近いのでオススメです．

１１ ウェスティン名古屋キャッスルホテルの前を通って緩やかな坂を登ると正門
に戻ることができます．

距離：往復7.0km
所要時間：往復42分

お城北側にあ

る名城公園

1周1.384km 
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名古屋駅周辺に滞在の方 part2
名古屋駅 →ささしまライブ駅

→堀川→納屋橋→名古屋駅

名古屋駅の南側，ささしまライブ駅周辺にはテレビ局やプリンスホテル，大学な

ど新しい商業施設ができています．また中川運河の起点でもあります．運河沿

いに東へ向かい堀川を北上して納屋橋から再び駅へ戻るコースです．

ルート

名古屋駅前(南東) — ささしまライブ駅 — 中川運河（南下） — 露橋

水処理センター（東へ）— 松重閘門（北上） — 新州崎橋（北上）—
納屋橋(西へ) — 名古屋駅前

１ 名鉄名古屋駅の名物、”ナナちゃん人形“前から南へ向かいます.

２ 笹島交差点から広小路通りを渡ってさらに南下します．

３ 左手にLIXILの建物が見えたら，右折して黄色いガード下をくぐって、ストリン
グスホテルを横に見ながら，ささしまライブ駅へ向かいます．

４ ささしまライブ駅とプリンスホテルの間を通って，中京テレビへ向かいます．

５ さらに南下して高速道路の下を通ると，堀止緑地に到着します．

６ 運河沿いに大須通りを渡ってから，左折し運河橋を渡ってから右折し，運河
の東岸をさらに南下します．

７ 広見憩いの杜（露橋水処理センター）を過ぎると中川運河が現れます．

８ 運河の北岸を東へ向かい，新幹線の高架下をくぐり名駅通を渡ります．

９ しばらく走ると，高速道路の高架下に松重閘門が現れます．道路（江川線）
を渡って，松重橋を渡ってから左折し，堀川の東岸を北上します。

１０ 高速道路下の若宮大通（新州崎橋東交差点）を渡り，しばらくすると広小路
通にかかる納屋橋に着きます．

１１ ここを左折して広小路通りを西へ向かうと笹島交差点に到着です．

距離：4.5km
所要時間：30分
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名古屋の繁華街といえば栄です．三越，松坂屋、パルコといったデパー

ト街をはじめ多くの飲食店があり昼夜を問わず賑わいをみせます．ここを

南北に通る久屋大通りは札幌と同じく，通りの中央部が公園になっており

テレビ塔や噴水などなどがあります．大きな通りとの交差点は信号を渡り

ますが,セントラルブリッジ，エンゼルブリッジなどの橋もあります．

1. 便宜上，公園南端からStartします．円錐型の久屋南噴水が目
印です．

2. 北上し，光の広場を進みます．階段を避け公園西側の道路を
渡ります

3. 久屋広場から公園東側のエンゼルブリッジを渡ってエンゼル
パークへ

4. 愛の広場，バスターミナルを経て広小路通りを渡ります．

5. 中央の噴水（希望の泉）が公園の中心部になります．

6. さらに北上して，セントラルパークを越えればテレビ塔の真下
です．

7. セントラルブリッジを渡ってロサンゼルスパークを越え，

8. いこいの広場まで来ると静かで落ち着いた感じになります．

9. リバーパークの小川のせせらぎを心地よく聞いていると間もな
く外堀通り，

10. シドニーから送られた船の錨が北の端です．

12/10/22 23:02愛知県名古屋市中区丸の内３丁目周辺の地図

1/1 ページhttp://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=名古屋市栄&lat=35.16554833&lon=136.90362458&ei=utf-8&v=2&sc=3&datum=wgs&gov=23106.11
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② 光の広場 0.2km ③ 久屋広場0.4km①久屋南噴水 Start ④ 愛の広場0.8km ⑤ 希望の泉 1.1km

⑥ セントラルパーク

1.3km

⑧いこいの広場 1.7km⑦ セントラルブリッジ

1.6km

⑨リバーパーク 1.9km ⑩シドニー船の錨 2.2km

第31回日本整形外科超音波学会 学会参加者のためのランニングコースガイド 2019. 7. 6-7

栄周辺に滞在の方

久屋大通り公園往復
距離：4.4km

所要時間：26分

ルート：南端より北端へ

公園南端：久屋南噴水 ⇄ 光の広場 ⇄ 久屋広場 ⇄ エンゼルブ

リッッジ ⇄ エンゼルパーク ⇄ 愛の広場 ⇄ 栄バスターミナル ⇄

希望の泉 ⇄ セントラルパーク ⇄ テレビ塔 ⇄ セントラルブリッジ

⇄ ロサンゼルス広場 ⇄ いこいの広場 ⇄ リバーパーク ⇄ シド

ニー船の錨：公園北端

①
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1. 金山駅南側のロータリーから西へR19を横断しさらに西へ

2. 堀川（尾頭橋：佐屋街道（桑名への陸路）が通っていました）を渡っ
たら左折，堀川沿いを南下します．

3. 住吉橋，瓶屋橋を越え，旗屋橋の下をくぐれば名古屋国際会議場
です．

4. さらに堀川西岸のウォーキングロードを南下します．右手に白鳥庭

園をみながら白鳥橋の下をくぐります．

5. 大瀬子橋に出たらこれを渡って対岸へ，ここで右折（南下）して川
沿いに進めば宮の渡しの燈台が見えてきます．

6. ここで折り返してもよいですし，北上すると熱田神宮に行く事もでき
ます．

7. 熱田神宮の鳥居前には「ひつまぶし」で有名な蓬莱軒もあります．

第31回日本整形外科超音波学会 学会参加者のためのランニングコースガイド 2019. 7. 6-7

金山駅周辺に滞在の方

金山駅 ⇄ 宮（七里）の渡し

距離：7.0km
所要時間：42分

ルート

金山駅前(西へ) — 堀川（尾頭橋）（西岸を南下） — 名古屋国

際会議場（西岸を南下） — 白鳥庭園（下をくぐる） — 大瀬子

橋（対岸東へ渡る） — 川沿いに進み – 宮の渡しへ

東海道

五十三次

宮の渡し

名古屋駅に近いため金山駅周辺に宿泊される方も多いでしょう．
本学会の会場ではありませんが国際会議場までは約１.5km．会
議場の東を流れる堀川沿いに南下すると川幅が広くなって新堀
川と合流するところが宮の渡し（七里の渡し）です．江戸日本橋か
ら続いた東海道もここで陸路が終わり，船で桑名へ向かう海路へ
と続いていました．渡しの北には熱田神宮があります．昔多くの
人々が旅路の無事を祈ったことでしょう

② 尾頭橋 0.5km ③ 名古屋国際会議場 1.5km① 金山駅南口 Start ④ 白鳥庭園 2.5km

⑤ 大瀬子橋 3.1km ⑥ 宮の渡しGoal 3.5km ⑦ 熱田神宮正門 ⑧ ひつまぶしの蓬莱軒

12/10/20 7:50新瑞橋の地図

1/1 ページhttp://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=熱田神宮&lat=35.127231073744…layer=4&uid=96b83db3e942b1ddae517541955945f8b7e5014e&fa=ids

��is#k��is#k ���#= �y���

~���UX |�{UX �P�UX ����UX TJ�UX

���UX �����UX �v���

%(UY!76UY����/2�UY.�3

����m#k����m#k

��������

����:�"2��)

@��R�xw09

�~�����$0�

rjijl�rjijl�

$0-$0-u�poin�D

$0-$0-m�Lu,=

$0-$0-
] QOeS ^

w�����

!76����09�09N��5

G>uB8kt

�Mu,=UO+	Uy���U��}

YYYY

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN
�1E<UVZW\_`bbU[_c_a

f���ghAq$;����� f������'*S�g�����SMn$;
H�����

Yahoo! JAPAN - Yahoo!検索 | こんにちは、ゲスト さん [ ログイン ] ヘルプ
z{� 4� 4 ��} K& 7�C ���� �F

新瑞橋 検 索
�~UdU����UdUI? �

12/10/20 7:50新瑞橋の地図

1/1 ページhttp://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=熱田神宮&lat=35.127231073744…layer=4&uid=96b83db3e942b1ddae517541955945f8b7e5014e&fa=ids

��is"k��is"k ���"; �y���

~���UX |�{UX �O�UX ����UX SI�UX

���UX �����UX �v���

$'UY 54UY����-0�UYT?1

����m"k����m"k

��������

����8�!0��(

>��Q�xw.7

�~�����#.�

rjijl�rjijl�

#.,#.,u�poin�C

#.,#.,m�Ku+;

#.,#.,
] PNeR ^

w�����

 54����.7�.7M��3

F<uA6kt

�Lu+;UN*	Uy���U��}

YYYY

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN
�/D:UVZW\_`bbU[_c_a

f���gh@q#9����� f������&)R�g�����RLn#9
G�����

Yahoo! JAPAN - Yahoo!検索 | こんにちは、ゲスト さん [ ログイン ] ヘルプ
z{� 2� 2 ��} J% 5�B ���� �E

新瑞橋 検 索
�~UdU����UdUH=��

12/10/20 7:50新瑞橋の地図

1/1 ページhttp://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=熱田神宮&lat=35.127231073744…layer=4&uid=96b83db3e942b1ddae517541955945f8b7e5014e&fa=ids

��gq"i��gq"i ���"; �w��~

|���SV z�ySV �N�SV ����SV RH�SV

���SV �����SV �t���

%(SW 54SW����.1�SW$�SW��3��3

~���k"i~���k"i

��������

����8�!1��)

>��P�vu/7

�|�}���#/�

phghj�phghj�

#/-#/-s�nmgl�B

#/-#/-k�Js,;

#/-#/-
[ OMcQ \

u����}

 54����/7�/7L��3

E<s@6ir

�Ks,;SM+	Sw���S��{

WWWW

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN
�0C:STXUZ]^``SY]a]_

d���ef?o#9��}�� d������'*Q�e�����QKl#9
F��}��

Yahoo! JAPAN - Yahoo!検索 | こんにちは、ゲスト さん [ ログイン ] ヘルプ
xy� 2� 2 ��{ I& 5�A ���� �D

新瑞橋 検 索
�|SbS����SbSG=��

12/10/20 7:49新瑞橋の地図

1/1 ページhttp://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=熱田神宮&lat=35.127231073744…layer=4&uid=96b83db3e942b1ddae517541955945f8b7e5014e&fa=ids

��is#k��is#k ���#= �y���

~���UX |�{UX �P�UX ����UX TJ�UX

���UX �����UX �v���

%(UY!76UY����/2�UY�.�3

����m#k����m#k

��������

����:�"2��)

@��R�xw09

�~�����$0�

rjijl�rjijl�

$0-$0-u�poin�D

$0-$0-m�Lu,=

$0-$0-
] QOeS ^

w�����

!76����09�09N��5

G>uB8kt

�Mu,=UO+	Uy���U��}

YYYY

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN
�1E<UVZW\_`bbU[_c_a

f���ghAq$;����� f������'*S�g�����SMn$;
H�����

Yahoo! JAPAN - Yahoo!検索 | こんにちは、ゲスト さん [ ログイン ] ヘルプ
z{� 4� 4 ��} K& 7�C ���� �F

新瑞橋 検 索
�~UdU����UdUI? �

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧


