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解説 
1. 編集の方針 
 この橋名索引は、藤井資料を一般の人も利用することを目的とした、日本全体の橋名の目録（リスト）です。

元の藤井資料は、年代順に、橋に関するトピックが集積されています。元のデータ集合を使って、一つの橋名、

例えば「永代橋」で検索すると、約７０件の項目が見つかります。これは、同じ橋について年代を追って複数の

記録があるだけでなく、全国的に同名異橋も多くあるためです。元の藤井資料には、データ件数単位に一意の

識別用ＩＤを追加しました。その番号違いと都道府県違いとで、データの仕分けができます。ここに整理して取り

上げた橋名は、一つの都道府県単位で一つの橋名にしぼり、最も古い ID 番号をリストに使いました。この理由

は、多量の件数を文書化（PDF 版）するときのページ数を抑えるためです。全国的に集められた元の藤井資料

は、ユーザの利用の便を考えて、都道府県別ファイルに分割してあります。データの利用者には、身近で使い

易い橋名目録を、より狭い地域単位で個別に整理し、内容の追加・修正などを加え、個人用の索引に作成する

ことを提案しています。江戸時代まで、日本の橋は、殆どが木橋でしたので、何度も架け替えられてきました。

そのトピックの中で主要な記録だけが藤井資料に取り上げられています。つまり、同一名の橋の記録は、元々

網羅的には集まっていません。したがって、この橋名索引は、どのような橋名があるかの予備調査の段階で閲

覧に利用します。 

 

2.. 橋名の漢字と読み 
 橋は名前が付けられています。人名や地名と同じように固有名詞です。普通、漢字が当てられ、標準的な読

みがあります。しかし、特別な読みのこともあり、また、特別な漢字（JIS 第二水準）を使うことがあります。元の

藤井資料には読み（振り仮名、ルビ）をデータ項目に加えてある場合があります。この部分だけを取り出して

「難読漢字橋名の索引」として別に編集してあります。漢字は、標準の音読みまたは訓読み、それも複数ある

場合があります。また、読みの判らない場合もあります。この橋名目録の利用を補う使い方をして下さい。橋名

漢字は、パソコンの内部コード順に並べました。基本的には音読みで並びます。しかし、実用されている JIS コ

ード順の漢字並びは、音読みと訓読みとが混在します。例えば、「桜」は「オウ」の音読みがありますが、訓読み

の方のサクラを使い、サの漢字群に含まれています。橋名は末尾に「橋」がつきます。その読みも、「はし」「ば

し」「きょう」の３通りあって、習慣で使いわけています。そのため、「橋」の字があっても、読みは、データは目録

から省きました。 

 

3.. 橋名並び順リストの説明 
 ここにまとめた橋名目録のリストは、一件単位でまとめた橋のエクセルデータ集合のうち、「橋名・都道府県名、

ID コード」の三つだけを扱い、この三つの文字並びを昇順で並べ換えたものを作業に使いました。エクセルは

強力なデータ並べ換えの機能があります。ただし、漢字文字並びは、データ入力の段階で、日本語ワープロの

基本機能である「カナ・漢字変換」が使われていることもあって、熟語の読みがデータ内部に残っていることが

あります。これは「振り仮名」を付ける目的に使うものです。しかし、並べ換えの機能を実行すると、元の漢字の

JISコード順と、振り仮名読みのコード順との混用が起こることがあり、データ並びに意図しない狂いが起きます。

例えば、県名の愛知と愛媛とが同じ集合単位にまとまらないことがあります。これを避けるには、内部データに

記録されている振り仮名データをあらかじめ消去します（藤井資料解説編参照）。このデータから、県名を第１

のキー、橋名を第２のキーにして並べ換えると、同一県単位の集合が得られ、同名の橋名の塊が見つかります。

面倒でしたが、都道府県単位で一つだけを残して、残りを消去する編集作業をしました。 
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4. 橋名索引は文字並びを短縮してある 
 量の多い資料を、少ないページ数で、なるべく効率よく収録するため、文字数を節約する方法を採用していま

す。日本全国の橋名索引を作成するとき、元にした藤井資料は、項目数として約５３０００件あります。これは、

同一都道府県内でも同じ橋名が複数の個所で現れるためです。さらに鉄道橋と道路橋の区別をしないことにし

ました。鉄道橋名の正式な書き方は「…橋梁」が普通ですが、「梁」の漢字を省きました。このようにして、重複し

た同し橋名を省くと、独立した橋名を約３８０００に圧縮できました。橋名索引の印刷リストの形式は、Ａ４版の用

紙を縦位置で使います。１ページ当たり約２５０のデータ項目を４段組みで並べると、１5０ページに収まります。

都道府県名では、「道、府、県」を省き、２字で利用します。神奈川県、和歌山県、鹿児島県は、頭２字の利用で

す。このように文字並びを圧縮したＭＳ－ＥＸＣＥＬのデータファイルから、タブ区切りのテキストファイルに変換

し、それをＭＳ－ＷＯＲＤで取り込み、４段組みに並べました。これをそのまま PDF形式のファイルに変換して公

開用としました。 

 

5. 管理者違いで同名の橋がある 
 複数の都道府県を流れる大きな河川は、その河川名を含む橋名が複数見つかります。例えば、「木曽川橋」

は、愛知・岐阜・長野の３県にあります。索引では、橋名の頭文字が「木」の箇所にあります。しかし、同じ県内

の同じ場所で、鉄道・新幹線・国道・高速道路など、管理者違いで同名の橋が実在する場合も一つの橋名でま

とめてあることに注意します。同じ橋名になることを避ける命名には、管理者側でも悩むようです。「…大橋」「…

新橋」などの接尾語を添える例もあります。鉄道橋に多いのは「第一…」「第二…」のような接頭語をつけて区

別する例があります。こちらは、目録の漢字の文字並びでは「第」の箇所に並びますので、リストで探す手間が

面倒です。この区別は、県別のファイルの方で詳しい探索ができます。このことを考えて、都道府県別のPDFフ

ァイルは、ユーザ側でエクセルファイルに変換できるように編集してあります。このファイルからは、種々の文字

列探索が利用できます。 

 

6. 別名も索引に含めた 
 橋は庶民に親しまれますので、管理者側が使う橋名以外に、地元では通称の方で呼ぶことも少なくありませ

ん。代表的な名前では「大橋」があります。橋の建設工事のときに、仮の名前で呼ばれていて、完成後、正式な

橋名が付けられることもあります。同じ場所で橋を架け換えるとき、別の名前にすることがあります。道路幅員

を広げるとき、鉄道橋では単線から複線にするときなど、並行して新橋を掛けることがあります。「新…橋」とす

る場合や、「上り・下り」で区別することもあります。どちらの名前でも検索できるように、参照記号をつけました。

例えば下のようです。 

     旧橋名（→新橋名） 

     新橋名（←旧橋名） 

     橋名（別名）    …愛称名などの参照 

 

7. 専門以外の人も利用し易いように計画する 
 一般の人が旅行に出かけるとき、橋を見ることだけを目的にすることはありません。たまたま橋に出会ったと

き、その名前を知りたい、と思うのは普通です。前もって現地の橋の実態を知りたいときは、インターネットでそ

の地域の観光案内で検索する方法が利用できるようになりました。しかし、系統的に橋だけに注目して整理し

てある情報が見つかる例は、多くありません。橋についての情報を、全国規模、また世界的な視点で集めてお

きたい要望は、橋に興味を持っている技術者や専門家が常々抱いています。趣味的に橋の観察をするとき、例

えば、或る川筋に沿って橋名のリストをまとめる；道路橋や鉄道橋では路線名で分類したリストをまとめる；など

が行われています。ここで紹介する橋名目録は、それらの要望に役立つ資料の一つです。ただし、橋の名前を

知っていて、その場所を探すときに使います。或る地域に、どのような橋が架かっているかを網羅的に探す資

料と対に作成しておく必要があります。後者の資料は、日本の橋では都道府県別に整理しますが、範囲が広い

ので、部分的に作業を進める必要があり、地元のボランティアの協力を待たなければなりません。 

 

8. 創架、架け換え、移設による改名、消滅、など 
 文化史的な見方で橋を話題にするとき、創架の経緯と年代、改築の記録、移設などで橋名が変わる、廃橋、

などの話題に興味があります。以前、橋が架かっていたが現在は存在しない、また、不明になった場合もありま

す。例えば、東京中央区の京橋は、地名だけが残っています。三河の八つ橋は、浮世絵に想像で描かれてい

ますが、実体についての記録はありません。小説、絵画などの文芸作品には、実在しない架空の橋を扱ってい

ることも見られます。海外の作品、例えば、「機関車トーマス」の画像挿絵では、イギリスでよく見かける橋の構

造分かりますので、橋梁技術者には興味のある参考資料になります。これらの探索は、今後は映像データベー

スを並列的に利用します。 
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記号・数字・かな（カナ） 
 

〆切橋   埼玉 fuji28599 

・京塚橋（←平和橋）  

山形 fuji26373 

・合橋   静岡 fuji06411 

・川橋   北海 fuji10681 

・露川橋   北海 fuji43759 

１・２号地運河可動橋 

（堀川口橋） 愛知 fuji19794 

１０２号橋  北海 fuji53445 

１０５号橋  北海 fuji53446 

１０号橋（凌雲橋）  

北海 fuji52418 

１０号厚幹橋 北海 fuji53935 

１１線村界橋 北海 fuji47426 

１２０間橋（→金星橋）  

     北海 fuji21582 

１４８号橋  群馬 fuji47806 

１９７号橋（水戸川橋）  

     兵庫 fuji02048 

１９号橋   北海 fuji42500 

１号橋   新潟 fuji41379 

２１４工区高架 東京 fuji47277 

２４６－Ⅰ号橋 東京 fuji45616 

２７号橋   北海 fuji48693 

３０７号線一号橋  

北海 fuji38576 

３６９号線一号橋  

北海 fuji49041 

４０号橋   北海 fuji45555 

４１４工区高架 東京 fuji42292 

４１５工区高架橋  

東京 fuji45533 

４号橋   茨城 fuji52818 

４号沢橋   北海 fuji48005 

５１号橋   北海 fuji34553 

５１号跨道橋 茨城 fuji49801 

５５号の１橋 北海 fuji34548 

５号橋   北海 fuji42188 

７号橋   茨城 fuji52375 

８号幹道橋  北海 fuji53932 

８号橋   北海 fuji34550 

９号６線橋  北海 fuji51763 

９号線厚別新川橋 

北海 fuji51515 

９号東橋   北海 fuji51776 

Ａ号橋   北海 fuji35873 

Ｂ６号橋   福岡 fuji06356 

Ｂ号橋   北海 fuji35874 

Ｂ三号橋  兵庫 fuji23246 

Ｃ一号橋   兵庫 fuji24096 

Ｃ号橋   北海 fuji35875 

Ｄ号橋   北海 fuji35876 

Ｇ一号橋  兵庫 fuji23247 

Ｋ第一号橋  兵庫 fuji25085 

Ｎｏ２３５橋  福岡 fuji41122 

Ｐ第二号橋  兵庫 fuji26096 

X莢の木橋  宮城 fuji47628 

アーチ橋  北海 fuji39181 

アイオマナイ川橋 

 北海 fuji16163 

あいたい橋  宮崎 fuji00709 

アイベツ橋  北海 fuji48274 

アカシヤ橋  北海 fuji52730 

あかたけ橋  大分 fuji26492 

あかつき橋  北海 fuji44045 

あかね橋  岡山 fuji08757 

アキノカワ橋 北海 fuji48296 

アクマップ橋 北海 fuji37303 

あけぼの橋  宮崎 fuji44653 

あけぼの橋  宮城 fuji34026 

アゴデン線三号橋  

高知 fuji47966 

アサヒ橋   埼玉 fuji40508 

あすなろ橋  北海 fuji49007 

あずま橋  埼玉 fuji26896 

あずま橋  長崎 fuji44647 

あつえ橋  京都 fuji24058 

あづま橋  群馬 fuji21354 

あづま橋  山形 fuji39661 

あづま橋  福島 fuji19900 

あど橋   徳島 fuji53127 

アナダ橋  沖縄 fuji08052 

アボイ橋   北海 fuji30831 

あみだ橋  徳島 fuji19602 

あみだ淵２号橋  

長野 fuji48771 

あみだ淵３号橋  

長野 fuji48772 

あみだ淵一号橋  

長野 fuji48925 

あやめ橋  北海 fuji32904 

あやめ橋  和歌 fuji31607 

あやめ橋（墹の上橋）  

静岡 fuji44754 

あやめ池跨線橋  

奈良 fuji46059 

あゆ返り橋（おおたわ橋）  

香川 fuji25168 

あらい橋   沖縄 fuji34796 

あらい橋   栃木 fuji32330 

あらせ橋  青森 fuji25881 

アルプス橋  長野 fuji14621 

アワラ谷サイホン橋 

 岐阜 fuji43161 

あんだ橋  鳥取 fuji52177 

イカトカンウシ川橋  

北海 fuji19282 

イキスカ橋  新潟 fuji40070 

イキタラウシ川橋  

北海 fuji14663 

イサカナイ一号橋  

北海 fuji31270 

イサカナイ橋 北海 fuji32309 

いさごの橋（犀川大橋） 

 石川 fuji00141 

イサマンナイ川橋 

 北海 fuji20959 

イサ岱橋  北海 fuji30307 

いしばし   長崎 fuji07653 

イセ橋   北海 fuji49199 

いそっぷ橋  東京 fuji41141 

イソブンナイ川橋    

北海 fuji20956 

いたち川橋  富山 fuji38145 

いちのせ橋  静岡 fuji13805 

いちのと橋  広島 fuji26128 

イチビルナイ川橋 

 北海 fuji22837 

イチャヌニ川橋  

北海 fuji17244 

いでゆ大橋(下呂大橋) 

 岐阜 fuji46365 

イトムカ橋  北海 fuji39851 

イトリ橋   奈良 fuji06986 

イナヤマ橋  岐阜 fuji24334 

いのち橋（→水源橋）  

愛知 fuji11423 

イブシュベツ川橋 

 北海 fuji08669 

イマリマップ川橋  

北海 fuji17842 

いろは橋  岩手 fuji28833 

いろは橋  埼玉 fuji04474 

いろは橋  石川 fuji29952 

いろは高架橋 愛知 fuji47310 

いわみ橋  岩手 fuji19665 

インタ－橋  福島 fuji47653 

ウエンナイ川橋  

北海 fuji20963 

ウエンベツ川橋  

北海 fuji17826 

うぐいす橋  鳥取 fuji51495 

ウザナ橋  沖縄 fuji24416 

ウシシュベツ川橋 

 北海 fuji08127 

うすゆき橋  長野 fuji52910 

うそぶき橋  山梨 fuji46362 

うそ橋   新潟 fuji00600 

うちで橋（舞ケ谷橋）  

徳島 fuji39271 

ウツツ川橋  北海 fuji15729 

ウッナイ橋  北海 fuji27727 

ウッナイ川橋 北海 fuji30265 

うど橋   東京 fuji41508 

ウド谷橋   富山 fuji20879 

ウバク別川橋 北海 fuji08497 

うま橋   兵庫 fuji26659 

ウヨロ橋   北海 fuji50188 

ウラップ橋  北海 fuji51203 

ウルベシ橋  北海 fuji52047 

エイコ橋   北海 fuji47171 

エジリ橋   岐阜 fuji53815 

エトシナイ川橋 北海 fuji28437 

エナミ橋   岐阜 fuji52141 

えのき橋  神奈 fuji45152 

えの橋   広島 fuji21472 

えびす橋  大分 fuji40442 

エヘン橋   島根 fuji46451 

えんじゅ橋  北海 fuji53155 

エンジン橋  北海 fuji35713 

えんま橋  福井 fuji40083 

えん堤橋  北海 fuji47608 

エ一橋   神奈 fuji51869 

おいせ橋  三重 fuji40412 

おおいかり橋 長崎 fuji14737 

オオエシン橋 岐阜 fuji50726 

おおたわ橋（あゆ返り橋）  

香川 fuji25168 

オカシベツ橋（岡志別橋）  

北海 fuji33809 

おかね橋  東京 fuji52098 

おぐろ橋   香川 fuji48967 

おく姫川橋  北海 fuji51155 

オコツナイ川橋  

北海 fuji23900 

オコナイ川橋 北海 fuji30175 

オサウシ川橋 北海 fuji22846 

オサラッピ川橋  

北海 fuji08273 

オサルンペ川橋  

北海 fuji14661 

おさ橋   青森 fuji04730 

おしどり橋  北海 fuji39183 

オショツプ川橋 北海 fuji17245 

オショロケセトウシナイ川橋 

 北海 fuji15738 

おせき橋（宇藤木橋）  

大分 fuji07657 

オソウシナイ橋  

北海 fuji50620 

オソウシ橋  北海 fuji35866 

オタルマツブ橋  

北海 fuji34644 

おちあい橋（中電めがね橋） 

     三重 fuji16553 

オッケシ橋  北海 fuji05460 

オトシベツ橋 北海 fuji46826 

オニネ橋  北海 fuji30321 

おねご橋  宮崎 fuji35852 

オバシ橋  北海 fuji46534 

オビルンネップ川橋  

北海 fuji17843 

オブスケ橋  北海 fuji45578 

おほつぼ橋  熊本 fuji16419 

オポロマップ川橋  

北海 fuji14469 

オムサロ川橋 北海 fuji15723 

オムロ一号橋 北海 fuji52991 

オヤウンナイ橋  

北海 fuji23367 

オヨロ橋   北海 fuji34545 

おらく橋（→高砂橋）  

埼玉 fuji23504 

オランダ橋  長崎 fuji35623 

オリーブ大橋 香川 fuji53378 

オリヨマップ一号橋  

北海 fuji44394 

オリヨマップ二号橋  

北海 fuji44395 

オロムシ橋  北海 fuji31089 

オンネアンズ橋  

北海 fuji53739 

オンネオサルンペ川橋 

 北海 fuji14660 

オンネオニウシユカッペ川橋 

 北海 fuji22832 

オンネコムケ川橋  

北海 fuji15971 

オンネテントカリ川橋  

北海 fuji19978 

オンネトマリケシュオマナイ川 

橋    北海 fuji22834 

オンネナイ一号橋 

 北海 fuji40457 

オンネナイ川橋  

北海 fuji15199 

オンネビラケシユオマナイ川橋 

 北海 fuji15372 

オンネヤウスベツ川橋  

北海 fuji28431 

お宮橋   石川 fuji38299 

お錦橋（大千瀬川橋）  

静岡 fuji09845 

お寺橋   山梨 fuji40549 

お手廻橋  岩手 fuji30928 

お成橋   沖縄 fuji15963 

お茶屋橋  山口 fuji46476 

お茶屋橋  秋田 fuji20298 

カイカケ橋  神奈 fuji06851 

ガイデ橋   大分 fuji05124 

かえで橋  群馬 fuji42542 

カクレ沢橋  北海 fuji19289 

かく七橋   北海 fuji02658 

かけ橋（桟橋） 長野 fuji38672 

カササキ橋  宮城 fuji04083 

かじか橋  群馬 fuji47455 

かじか沢橋  静岡 fuji42425 

かしか谷橋  高知 fuji30959 

カシプニ橋  北海 fuji49668 

ガス橋   東京 fuji22762 

かちどき橋  静岡 fuji50120 

かちどき橋  徳島 fuji30199 

カチ橋   東京 fuji01859 

かつらぎ橋  徳島 fuji42615 

かつらぎ橋  和歌 fuji39947 

かつら橋  山梨 fuji25322 



 ６ 

かつら橋  北海 fuji52762 

カトケ橋   三重 fuji41730 

かどや橋（双龍橋）  

静岡 fuji03051 

かなえ橋  東京 fuji31896 

カナラ橋   沖縄 fuji09833 

カブトノ橋（鋸橋）  

北海 fuji46700 

かぶと沢橋  青森 fuji39607 

カフンジヤ－橋  

沖縄 fuji10197 

カマケタ橋（第三穴内川橋） 

     高知 fuji23831 

カムイ橋   北海 fuji34810 

かめかむり橋 三重 fuji28875 

かもめ橋  北海 fuji35717 

かもや橋（鑓ケ埼橋）  

島根 fuji24115 

カヤノキ橋  福島 fuji32139 

カヤ橋   徳島 fuji49378 

からたに橋  高知 fuji26158 

からめて橋  埼玉 fuji15338 

カランセ橋  熊本 fuji04248 

がらんど橋  福岡 fuji38526 

から谷橋  岐阜 fuji33218 

ガンタラ橋  北海 fuji40681 

かんなん沢橋 神奈 fuji52860 

カンパ谷橋  富山 fuji52279 

ぎおん橋  香川 fuji46484 

ギギウ橋  群馬 fuji31521 

キキンニ第二号橋  

北海 fuji15517 

きじ山橋   和歌 fuji19825 

キスゲ橋  長野 fuji53791 

キヂヤ橋  岡山 fuji09439 

キトウシ一号橋  

北海 fuji45078 

キトウシ橋  北海 fuji46815 

きとろ橋   京都 fuji17452 

キナトエウス橋  

北海 fuji03744 

キムン橋  北海 fuji51034 

きゃぴたん橋 長崎 fuji46615 

キョクマエ橋 岐阜 fuji32818 

きりすたん橋 大分 fuji00993 

きりのき橋  長崎 fuji18457 

キリブト橋  沖縄 fuji25441 

キリンテ橋  福島 fuji42702 

キリン橋   北海 fuji31402 

きわん谷橋  徳島 fuji38197 

キンスイ橋  北海 fuji46856 

クーフル川橋 北海 fuji08774 

クゴの橋   岐阜 fuji04386 

くじら橋（雪鯨橋） 

 大阪 fuji00797 

くずれ橋   兵庫 fuji29820 

クツチャンベツ川橋  

北海 fuji23889 

クツモ橋   神奈 fuji19688 

クテクンベツ橋 北海 fuji48300 

クテクンベツ川橋  

北海 fuji28441 

クトサン橋  北海 fuji07747 

クトネベツ川橋 北海 fuji17248 

くぬぎ橋   東京 fuji42895 

クネソエ橋  秋田 fuji44443 

クネヤウスベツ川橋  

北海 fuji28430 

ぐみ沢橋  山梨 fuji44324 

グラウンド橋 広島 fuji19827 

グラウンド橋 鹿児 fuji51860 

グラグラ橋  栃木 fuji32331 

グランド橋  京都 fuji42434 

グリコ橋   大阪 fuji34181 

くりむき橋  大阪 fuji28277 

くるみ橋   北海 fuji45570 

くろがね橋（←大橋））  

長崎 fuji00249 

くろがね橋（銕橋） 

 長崎 fuji23295 

クロユリ橋  長野 fuji53793 

ぐんかん岩橋 北海 fuji38876 

クンネシリ川橋 北海 fuji16670 

けしやしき橋 徳島 fuji10280 

ケトナイ橋  北海 fuji12995 

ケバウ橋  北海 fuji51140 

けやきさか橋 福岡 fuji13922 

ケヤキ橋  北海 fuji49744 

ケヤキ谷橋  高知 fuji44945 

ゲンザウ橋  愛知 fuji49309 

げんろく橋  佐賀 fuji52223 

コウサイ橋  北海 fuji52746 

こうら橋   岡山 fuji50767 

ゴウロ沢橋  山梨 fuji41998 

こおろぎ橋  石川 fuji30339 

こかじや橋  徳島 fuji53885 

コタノロ川橋 北海 fuji10019 

こだま橋   山形 fuji44275 

こだま橋   北海 fuji31729 

コタンガイコタンオネナイ川橋 

 北海 fuji17813 

コタン橋   北海 fuji49734 

コチバサコ橋 大分 fuji16587 

ことぶき橋  広島 fuji51018 

ことぶき橋  静岡 fuji19871 

こども橋   神奈 fuji44092 

コノセ橋   奈良 fuji36778 

こほろぎ橋  岐阜 fuji34931 

こまくさ橋  長野 fuji52909 

こもり橋   栃木 fuji37406 

コモ池橋   兵庫 fuji16405 

ゴルフ橋   兵庫 fuji35801 

コンニャク橋(津田橋)  

徳島 fuji07012 

こんにやく橋（浜高房橋） 

 徳島 fuji15261 

サイホン橋（鉄管橋）   

長野 fuji29035 

サエンバ橋  高知 fuji21645 

さかい橋   愛知 fuji00561 

さかえ橋   山口 fuji49150 

さかえ橋   福岡 fuji35073 

さがみ橋  北海 fuji46821 

さか江橋  鹿児 fuji10425 

サクコタン川橋   

北海 fuji16162 

さくら橋   広島 fuji37892 

さくら橋（佐久良橋）  

埼玉 fuji39150 

サ－クル三号橋  

北海 fuji53221 

さざなみ橋  群馬 fuji44466 

さざなみ橋  神奈 fuji01867 

サタウシュトブイ川橋  

北海 fuji21944 

さつき橋   岡山 fuji50049 

さつき橋   沖縄 fuji41473 

さつき橋   長野 fuji34046 

サックル橋（岩尾内四号橋） 

 北海 fuji50971 

サツナイ橋  北海 fuji41159 

ざとう沢橋  長野 fuji48388 

サナハタ橋  山梨 fuji12609 

サナフチ橋  北海 fuji50494 

サヌシベツ一号橋 

 北海 fuji38570 

サヌシベツ二号橋  

北海 fuji38571 

さね平橋  岐阜 fuji39507 

サラキ川橋  北海 fuji21964 

さるとび橋  大分 fuji34991 

サルナイ橋  北海 fuji38362 

サルマップ橋 北海 fuji37540 

サルマ川橋  北海 fuji32072 

サロベツ川第一避溢橋  

北海 fuji19029 

サロロベツ川橋  

北海 fuji18552 

さわらび橋  北海 fuji49448 

サンケビバイ川橋 

 北海 fuji06078 

サンダカ橋（裁断橋）  

愛知 fuji00214 

サントリ－谷橋  

大阪 fuji43881 

サンノウ橋  徳島 fuji34379 

サンマイ谷橋 福井 fuji49523 

サンル古潭橋 北海 fuji40685 

サンル十九線橋  

北海 fuji40684 

シーラ橋   沖縄 fuji35637 

しがくら沢橋（鹿倉沢橋）  

岩手 fuji38664 

シカノサワ橋 北海 fuji46276 

シツトク大橋 北海 fuji46785 

しのび橋   岐阜 fuji22682 

シビナイ橋  北海 fuji42215 

シビナイ川橋 北海 fuji20966 

シブノツナイ橋 北海 fuji40978 

シベチャリ橋 北海 fuji43184 

シムガーラ橋（→愛知橋）  

沖縄 fuji46520 

シムガーラ橋（下川橋）  

沖縄 fuji15038 

シャモナイ橋 北海 fuji37539 

シュッタ橋  北海 fuji52679 

シュ－パロ湖橋（夕張岳線第

一（三）号橋） 北海 fuji37679 

シュブノツナイ川橋  

北海 fuji15968 

シュワン橋  北海 fuji49727 

しらいかわ橋（白川橋）  

北海 fuji52520 

シラルトロ川橋 北海 fuji19280 

シラルトロ川避溢橋 

 北海 fuji19281 

シルコマベツ橋  

北海 fuji12997 

しろつち橋  岩手 fuji41921 

シンケピポロ川橋  

北海 fuji17815 

しんわ橋   北海 fuji40175 

すいじん橋  京都 fuji28880 

スエヒロ橋  岐阜 fuji50727 

すじかい橋  徳島 fuji03132 

ススイキ橋  京都 fuji18105 

すずき沼橋  宮城 fuji51864 

すなし橋   群馬 fuji50380 

スノバ橋   鹿児 fuji39307 

スポーツ橋  長野 fuji18988 

スモツペ川橋 北海 fuji08772 

スロイザ橋  沖縄 fuji25439 

セイヨウベツ橋 北海 fuji50157 

ゼオン橋  富山 fuji50000 

セガキ橋  福岡 fuji15131 

せきかや橋  神奈 fuji47575 

セタオマナイ川橋  

北海 fuji16158 

セタベツ橋  北海 fuji15741 

セバット橋  北海 fuji09623 

セメン橋   埼玉 fuji18285 

せんしゅうじ橋 鹿児 fuji30251 

センジ淵橋  静岡 fuji10409 

センの上橋  群馬 fuji31520 

センノ沢橋  群馬 fuji42878 

ソーウンナイ川橋  

北海 fuji22831 

ソーナシ沢橋 静岡 fuji22982 

ソンボ谷川橋 岐阜 fuji50008 

ソ橋    京都 fuji38471 

たいさん橋  新潟 fuji13649 

タイシン橋  北海 fuji49638 

タイセイシン橋 岐阜 fuji50728 

たいら橋   和歌 fuji31039 

タウシュベツ川橋  

北海 fuji29515 

タオロマツ川橋  

北海 fuji28447 

タカスシン橋 岐阜 fuji40575 

タカダ橋   岐阜 fuji37444 

たか橋   埼玉 fuji29913 

タカ橋   静岡 fuji11826 

タキナイ橋  北海 fuji32310 

たきのゆ橋  福島 fuji50534 

たきもと橋  静岡 fuji26045 

たけのこ橋  熊本 fuji19170 

タタキ橋   岐阜 fuji07099 

たたら橋   広島 fuji31564 

タツニタイオマップ川橋 

 北海 fuji23677 

タテノ橋   岐阜 fuji40576 

タニガミ橋  高知 fuji41449 

たぶかわ橋  鹿児 fuji52033 

タブ峠の眼鏡橋  

宮崎 fuji04664 

タルマップ川橋  

北海 fuji11594 

タワ川橋   北海 fuji20955 

チカツプポツ川橋  

北海 fuji20951 

チシホクオマナイ橋  

北海 fuji15564 

ぢぞうこう橋 京都 fuji27179 

チブタナイ橋 北海 fuji42206 

チャシナイ川橋  

北海 fuji06079 

ちゃの木橋  佐賀 fuji17595 

チャラ橋   北海 fuji43371 

ちょうしがたに橋  

兵庫 fuji27437 

ぢょんぬぎ橋（草履ぬぎ橋） 

     千葉 fuji25977 

チライカリベツ川橋  

北海 fuji15213 

チライカリベツ川避溢橋  

北海 fuji15212 

チロッペ橋  北海 fuji31210 

ツキドメ橋  岐阜 fuji24335 

つたや橋  東京 fuji41670 

つつじ橋   神奈 fuji45153 

つつじ橋   長野 fuji35118 

つつじ橋   北海 fuji40478 

つつみ橋  北海 fuji49544 

つづら橋   徳島 fuji38198 

つとう橋   青森 fuji50643 

つねや橋  群馬 fuji21593 

つばめ岩橋  北海 fuji38877 

ツラン橋（ワラノ橋？）  



 ７ 

長野 fuji04280 

つり橋   岡山 fuji10449 

つり橋（東山公園橋）  

兵庫 fuji50891 

つるとひ橋  大分 fuji18204 

つわもの橋（大鹿橋）  

群馬 fuji21841 

テンポ渕橋  長野 fuji27627 

トイタウシナイ川橋  

北海 fuji19267 

ドイツ橋   徳島 fuji15006 

トイベツ川橋 北海 fuji15721 

トイマルク橋 北海 fuji48211 

ドウカ橋   高知 fuji45807 

トウシュマコマナイ川橋  

北海 fuji15201 

ときわ橋   愛媛 fuji38513 

ときわ橋   群馬 fuji31775 

ときわ橋   北海 fuji35714 

とくしん橋  大分 fuji00763 

とくそう橋  山口 fuji40422 

トコタン川橋 北海 fuji28435 

としざね橋  徳島 fuji32712 

どだん阪橋  奈良 fuji29479 

ドック橋   東京 fuji28846 

トナシベツ川橋  

北海 fuji11578 

トホロ川橋  北海 fuji28438 

トマンケシ川橋 北海 fuji23666 

トヨノ橋   山梨 fuji30087 

トヨヒラ川橋  北海 fuji06076 

トリワ谷橋  奈良 fuji46428 

トンカケ橋  広島 fuji14306 

どんぎり橋（梅平橋）  

岐阜 fuji46195 

トンケシ橋  北海 fuji34639 

どんどん橋  徳島 fuji20423 

トンネル橋  長野 fuji14398 

ナイエ川橋  北海 fuji06075 

ナイタイ一号橋  

北海 fuji33338 

ナイタイ二号橋  

北海 fuji42345 

ナイ川橋  北海 fuji06074 

なかい橋  北海 fuji53159 

ナカエ橋   岐阜 fuji32819 

ナカナワ橋  岐阜 fuji46374 

なぐら沢橋  群馬 fuji36563 

なつめ橋  長野 fuji47685 

なめり橋   鹿児 fuji15030 

ナリト橋   岐阜 fuji34053 

なるそうず橋 大分 fuji12779 

ナロノ橋   高知 fuji37281 

なんけい橋  兵庫 fuji28696 

ナンバ２号橋 大分 fuji07740 

ナンバ橋  大分 fuji07739 

ニイタップ橋 北海 fuji29797 

にしきえ橋  佐賀 fuji24199 

にしよこ橋  三重 fuji17563 

ニセコアンベツ橋  

北海 fuji38704 

ニタツプ橋  北海 fuji44669 

ニタトロマップ川橋  

北海 fuji20957 

ニッカ橋   宮城 fuji51380 

にほつぼ橋  熊本 fuji16923 

ニ文字橋  大分 fuji03116 

ヌカナン川橋 北海 fuji17847 

ヌキベツ一号橋  

北海 fuji32907 

ヌキベツ橋  北海 fuji32906 

ヌキベツ九号橋  

北海 fuji32774 

ヌキベツ五号橋  

北海 fuji32770 

ヌキベツ三号橋  

北海 fuji32768 

ヌキベツ四号橋  

北海 fuji32769 

ヌキベツ七号橋  

北海 fuji32772 

ヌキベツ十号橋  

北海 fuji32775 

ヌキベツ二号橋  

北海 fuji32908 

ヌキベツ八号橋  

北海 fuji32773 

ヌキベツ六号橋  

北海 fuji32771 

ヌケガネ橋  岐阜 fuji07100 

ヌッキ橋   北海 fuji46270 

ヌッチ橋   北海 fuji35414 

ヌフパオマナイ川橋  

北海 fuji17816 

ねやま橋  兵庫 fuji30101 

のりたけ橋  徳島 fuji48956 

のろ川橋  北海 fuji28433 

はがね橋  東京 fuji26603 

はす川橋  福井 fuji14612 

ハゼ川橋  香川 fuji32722 

ハチマン橋  岐阜 fuji32817 

ハナドリ橋  沖縄 fuji25440 

はらこ橋   岐阜 fuji01245 

パンケエベコロベツ川橋  

北海 fuji18549 

パンケオクツタロマナイ川橋 

 北海 fuji15732 

パンケオッポッペ川橋  

北海 fuji17855 

パンケシントク橋  

北海 fuji46524 

パンケトイエオマナイ川橋  

北海 fuji16165 

パンケニコロベツ橋  

北海 fuji35005 

パンケヌカナン川橋  

北海 fuji15075 

バンケ橋  北海 fuji45226 

パンケ川橋  北海 fuji16669 

パンケ平陸橋 北海 fuji17852 

ハンネ石橋  長野 fuji26961 

ひぐらし橋  北海 fuji32204 

ビクリ橋   茨城 fuji46320 

びく橋   岡山 fuji14375 

ヒシカチナイ橋 北海 fuji44412 

ヒジリ橋   沖縄 fuji00724 

ピタラウシ橋 北海 fuji34130 

ビトシナイ川橋 北海 fuji21951 

ひのき橋  北海 fuji49008 

ヒノツメ橋  長崎 fuji04018 

ビバウシ一号橋  

北海 fuji30505 

ビバウシ橋  北海 fuji35008 

ビバウシ五号橋  

北海 fuji30507 

ビバウシ川橋（人舞新橋）  

北海 fuji36368 

ビバウシ二号橋  

北海 fuji30506 

ビバウシ六号橋  

北海 fuji30508 

ヒヤー川橋  沖縄 fuji09616 

ビヤガイチ橋 徳島 fuji25407 

ヒヨウ橋   和歌 fuji24446 

ひらあい橋  山形 fuji22236 

ピラウトルオマナイ川橋 

 北海 fuji15979 

ブケマ橋   北海 fuji46778 

フジカワ橋  北海 fuji44408 

フシコ橋   沖縄 fuji09468 

ふじの橋  神奈 fuji45154 

ふたまた橋  広島 fuji36440 

フタミ橋   北海 fuji45016 

フツクシナイ川橋  

北海 fuji09688 

プト－サルシナイ橋  

北海 fuji32535 

ふもと橋   北海 fuji48314 

フモンケ橋  北海 fuji53547 

フモンケ四号小橋 

北海 fuji30825 

フレベツ川橋 北海 fuji01725 

フレモサ川橋 北海 fuji14648 

フロウ橋   長野 fuji53792 

ふろん川橋  和歌 fuji21237 

ベカンベウシ川橋  

北海 fuji15078 

ベカンベウシ川第一避溢橋 

 北海 fuji15207 

ベカンベウシ川第五避溢橋 

 北海 fuji15211 

ベカンベウシ川第三避溢橋 

 北海 fuji15209 

ベカンベウシ川第四避溢橋 

 北海 fuji15210 

ベカンベウシ川第二避溢橋 

 北海 fuji15208 

ペタヌ沢橋  北海 fuji39900 

ベチクオンネナイ川橋  

北海 fuji17814 

ベッチャリ橋 北海 fuji28828 

ペテガリ橋  北海 fuji37682 

ペ－パン川橋 北海 fuji16156 

ベヤマン橋  北海 fuji49747 

ペラリ二号橋 北海 fuji50193 

ヘルスセンタ－橋（新船橋） 

 千葉 fuji34565 

ベルツナイ橋 北海 fuji49915 

ベルツナイ川橋  

北海 fuji16663 

ヘレベツ橋  北海 fuji37511 

ヘレベツ排水橋  

北海 fuji34024 

ペンケウプシ川橋 

 北海 fuji17856 

ペンケエベコロベツ川橋  

北海 fuji18550 

ペンケオッポッペ川橋  

北海 fuji17854 

ペンケオ－トマップ川橋 

 北海 fuji17853 

ペンケトイエオマナイ川橋  

北海 fuji16164 

ペンケナイ橋 北海 fuji34646 

ペンケニコロベツ橋 

 北海 fuji46776 

ペンケヌカナン川橋  

北海 fuji15371 

ペンケホロカ橋  

北海 fuji41615 

ペンケルペシュペ橋  

北海 fuji46792 

ペンケヲタシナイ川橋  

北海 fuji06072 

ペンケ岩内橋 北海 fuji43327 

ペンケ橋   北海 fuji30323 

ペンケ九号橋 北海 fuji36984 

ペンケ三号橋 北海 fuji43767 

ペンケ七号橋 北海 fuji40022 

ペンケ川橋  北海 fuji16667 

ペンケ第一号橋  

北海 fuji38552 

ペンケ南六号橋  

北海 fuji41181 

ペンケ八号橋 北海 fuji42341 

へんべ橋（→連合橋）  

岐阜 fuji07772 

ほうらい橋  岐阜 fuji33912 

ホウロク橋  長野 fuji04317 

ホキノ上橋  大分 fuji03370 

ほたる橋  徳島 fuji06064 

ほたる橋（←本沢橋）  

栃木 fuji19674 

ほととぎす橋 鳥取 fuji48057 

ほととぎす橋 北海 fuji38379 

ほとろ川橋  滋賀 fuji28670 

ポプウナイ川橋  

北海 fuji22830 

ポ－ルンベツ橋  

北海 fuji49914 

ポロウンベ橋 北海 fuji33466 

ホロカウリリベツ川橋  

北海 fuji22826 

ポロニタシベツ川橋  

北海 fuji11592 

ポンウシュベツ橋  

北海 fuji51759 

ポンオニウシユカッペ川橋  

北海 fuji19979 

ポンガ三号橋 北海 fuji45877 

ポントコタン川橋  

北海 fuji28434 

ポントドツコ川橋  

北海 fuji19977 

ボンナイ川橋 北海 fuji01722 

ポンピバイ川橋  

北海 fuji06077 

ポンビバウシ一号橋  

北海 fuji34131 

ポンビバウシ橋  

北海 fuji35009 

ポンビバウシ三号橋  

北海 fuji30510 

ポンビバウシ四号橋  

北海 fuji30511 

ポンビバウシ二号橋 

 北海 fuji30509 

ポンビバウシ六号橋  

北海 fuji30512 

ほんぼら橋  長野 fuji42576 

ポンポロムイ川橋  

北海 fuji13324 

ボンヤウスベツ川橋  

北海 fuji28432 

ポン仁々志別橋  

北海 fuji40458 

ポン川七号橋 北海 fuji41609 

 

ポン川十一号橋  

北海 fuji38371 

ポン川六号橋 北海 fuji40467 

まえかわ橋  青森 fuji29029 

マクンベツ橋 北海 fuji18331 

マサリベツ川橋  

北海 fuji19265 

マシ谷橋  岡山 fuji47931 

またい川橋  香川 fuji42265 

まち橋   青森 fuji29750 



 ８ 

マツカウシ橋 北海 fuji48236 

マッカリ川橋 北海 fuji34870 

まつばら橋  島根 fuji37463 

まつば橋  福島 fuji30418 

マリンパ－クⅠ橋  

和歌 fuji48943 

マリンパ－クⅡ橋  

和歌 fuji48944 

まるこ橋   広島 fuji22573 

まるめ橋   大分 fuji23301 

みかつき橋  茨城 fuji14567 

ミコムナ川橋 北海 fuji26578 

みすず橋  長野 fuji24703 

みずほ橋  山口 fuji43000 

みたらい橋  奈良 fuji35385 

ミタラシ橋  静岡 fuji36727 

みどり橋   長野 fuji44725 

みどり橋   兵庫 fuji15872 

みどり橋   北海 fuji31221 

ミナゴヤ橋  北海 fuji46068 

みなと架道橋 山口 fuji37263 

みなと橋   石川 fuji48531 

みなと橋   長崎 fuji43028 

みなと橋   島根 fuji49556 

みなと大橋（油津大橋）  

宮崎 fuji50141 

みなみかわら橋  

兵庫 fuji28701 

みのり橋  北海 fuji38361 

みのり橋（万博１号橋）  

大阪 fuji50987 

みはた橋  兵庫 fuji28704 

みほき橋  佐賀 fuji14571 

むささぎ沼橋 宮城 fuji51372 

むつみ橋  北海 fuji14866 

むつ大橋  青森 fuji42834 

むらさき橋  東京 fuji35745 

ムラタ橋   北海 fuji44409 

めがね橋  埼玉 fuji06582 

メガネ橋   三重 fuji22535 

めがね橋  鹿児 fuji01235 

メガネ橋   徳島 fuji15007 

めがね橋  福島 fuji31181 

メガネ橋   北海 fuji33332 

めがね橋（下大河平水路橋） 

 宮崎 fuji01357 

めがね橋（岳下橋）  

宮崎 fuji04460 

めがね橋（中城橋）  

大分 fuji10421 

めがね橋(長尾橋)  

千葉 fuji05382 

めがね橋（北の沢渡河橋）  

長野 fuji03133 

めがね橋（本宮橋）  

福島 fuji12966 

めがね橋（落合橋）  

三重 fuji21801 

メム橋   北海 fuji05765 

もぐり橋   岐阜 fuji33376 

もぐり橋（米野橋）  

岐阜 fuji50414 

モサロベツ川避溢橋 

 北海 fuji19028 

モサロロベツ川橋 

 北海 fuji18551 

モサンル橋  北海 fuji49717 

モサ川橋  北海 fuji14649 

モシリケシュオマナイ川橋  

北海 fuji12846 

モベツ橋   北海 fuji51589 

もみじ橋   長野 fuji46570 

もみじ橋   北海 fuji49596 

もろい橋   滋賀 fuji19570 

ヤウンナイ川橋  

北海 fuji20953 

ヤエダウス橋 北海 fuji45872 

ヤオシルス川橋  

北海 fuji23659 

やじま橋   埼玉 fuji00739 

やなぎ橋  北海 fuji49438 

ヤナ橋（→大正橋）  

徳島 fuji10761 

ヤノハラ橋  北海 fuji49184 

やまくぼ橋  群馬 fuji41845 

やや川橋  鹿児 fuji15962 

ヤヨイ橋   北海 fuji52727 

ゆーらぎ橋（←鷺湯橋）  

岡山 fuji49145 

ゆくみ橋   長崎 fuji34108 

ユス谷川橋  高知 fuji26486 

ゆたか橋（万博２号橋）  

大阪 fuji51075 

ゆなら橋   沖縄 fuji34797 

ユニナイ川橋 北海 fuji15563 

ヨウスイ橋  北海 fuji46275 

ヨシベ沢橋  岩手 fuji31852 

ヨナ橋   沖縄 fuji24417 

ヨボ－シ橋（第四穴内川橋） 

 高知 fuji23830 

ヨミヤチ橋  北海 fuji16354 

よりそい橋（湯橋）  

岡山 fuji27477 

よろず橋   愛媛 fuji21267 

ライジングサン橋  

神奈 fuji20086 

ライン大橋  岐阜 fuji46691 

らかん志橋（羅漢寺橋）  

大分 fuji15318 

らんかん橋  宮崎 fuji38357 

リタツコプ川橋 北海 fuji19277 

リュウゴ橋  和歌 fuji20724 

ルサキ橋  北海 fuji34145 

ルスナイ橋  北海 fuji30129 

ルベシベ橋  北海 fuji42828 

ルベシベ橋（稲見橋） 

 北海 fuji20669 

ルベシベ橋（留辺志部橋）  

北海 fuji43727 

ルベシベ川橋 北海 fuji15964 

ルベシベ川避溢橋  

北海 fuji20961 

ルベシュベ橋 北海 fuji30324 

ルベシュベ川橋  

北海 fuji15200 

ルロチ橋  北海 fuji50171 

ロウベツ川橋 北海 fuji17836 

ろくろ橋   山口 fuji38498 

わし別地下道架道橋  

北海 fuji30717 

ワセタニガワ橋  

鳥取 fuji27060 

ワッカクンネップ橋  

北海 fuji51597 

ワッカクンネベツ川橋 

北海 fuji14657 

ワッカペケレベツ川橋  

北海 fuji14659 

ワラノ橋？（ツラン橋）  

長野 fuji04280 

ヲタシナイ川橋 北海 fuji06073 

ヲベリペリップ川橋  

北海 fuji05431 

 

… ア … 
 

亜沙橋   北海 fuji44253 

亜炭橋   大分 fuji31574 

亜別橋   北海 fuji48224 

阿井川橋  島根 fuji24117 

阿賀浦橋  新潟 fuji07759 

阿賀川橋  福島 fuji13955 

阿賀野川釜の脇橋  

福島 fuji12796 

阿賀野川橋 新潟 fuji12411 

阿賀野川御前橋  

新潟 fuji12806 

阿賀野川深戸橋 

 新潟 fuji13279 

阿賀野川当麻橋  

新潟 fuji13278 

阿賀野川徳沢橋  

福島 fuji13267 

阿寒橋   北海 fuji32533 

阿寒川橋  北海 fuji16661 

阿岸伸橋  石川 fuji50411

阿久津橋  福島 fuji21332 

阿久津川橋 栃木 fuji18047 

阿久和川橋 神奈 fuji39021 

阿芹場橋  熊本 fuji01139 

阿原橋   大分 fuji18464 

阿古屋橋  山形 fuji03720 

阿古島橋  大阪 fuji10943 

阿古木橋  三重 fuji32833 

阿戸谷橋  徳島 fuji26691 

阿光防架道橋 青森 fuji50501 

阿昆緑橋  鳥取 fuji23431 

阿佐ヶ谷高架橋  

東京 fuji43454 

阿佐山橋  広島 fuji49368 

阿佐里橋  岡山 fuji33580 

阿寺橋   静岡 fuji21799 

阿寺橋   長野 fuji39752 

阿寺川橋  長野 fuji15692 

阿寺沢橋  群馬 fuji20004 

阿鹿沢橋  長野 fuji11734 

阿仁川橋  秋田 fuji19031 

阿瀬知橋  三重 fuji01043 

阿曽浦地区１号橋（南島大橋） 

 三重 fuji50915 

阿曽跨線橋 三重 fuji45395 

阿曽大橋（←新落瀬橋）  

三重 fuji43616 

阿曽第二避溢橋（→大宮第二 

避溢橋）  三重 fuji44112 

阿蘇橋   鹿児 fuji08122 

阿草橋   兵庫 fuji23243 

阿蔵橋   大分 fuji00380 

阿蔵大橋  大分 fuji35109 

阿多粕橋  岐阜 fuji11413 

阿多野橋  岐阜 fuji10083 

阿多良志橋 東京 fuji02755 

阿陀岡橋  兵庫 fuji24078 

阿知川橋  長野 fuji06617 

阿茶内橋  北海 fuji38565 

阿田（太？）橋 奈良 fuji39767 

阿田和橋  三重 fuji45181 

阿島橋   長野 fuji01028 

阿南橋   大分 fuji07241 

阿能川橋  群馬 fuji06632 

阿波橋   京都 fuji22544 

阿波橋   大阪 fuji00232 

阿波中央橋（中央橋）  

徳島 fuji20727 

阿波殿橋  大阪 fuji15844 

阿波堀橋  大阪 fuji15459 

阿波用水橋 徳島 fuji50783 

阿倍野橋  大阪 fuji30605 

阿尾橋   富山 fuji26948 

阿品橋   広島 fuji07477 

阿武隈橋  福島 fuji08150 

阿武隈橋（藤波橋）  

宮城 fuji23583 

阿武隈川橋 宮城 fuji07667 

阿武隈川橋 福島 fuji05149 

阿武隈川避溢橋  

宮城 fuji49940 

阿武隈避溢橋 宮城 fuji07748 

阿武川橋  山口 fuji17990 

阿部岡橋  栃木 fuji47447 

阿部橋   大阪 fuji23482 

阿部野街道陸橋  

大阪 fuji09010 

阿保橋   三重 fuji05025 

阿保橋   兵庫 fuji46603 

阿木橋   岐阜 fuji40564 

阿野橋   徳島 fuji21263 

阿野川橋  愛媛 fuji07606 

阿弥陀橋  宮城 fuji41352 

阿弥陀橋  香川 fuji49390 

阿弥陀橋  山形 fuji18965 

阿弥陀橋  滋賀 fuji23077 

阿弥陀橋  鳥取 fuji04504 

阿弥陀橋  福島 fuji39467 

阿弥陀橋（→二葉橋）  

高知 fuji08764 

阿弥陀橋（極楽橋）  

長崎 fuji00463 

阿弥陀跨線道路橋（関西線跨 

線橋）  大阪 fuji15815 

阿弥陀川橋 鳥取 fuji09278 

愛育橋   静岡 fuji26985 

愛岐大橋  岐阜 fuji52356 

愛国橋   茨城 fuji03724 

愛国橋   北海 fuji37938 

愛山橋   北海 fuji31163 

愛洲橋   三重 fuji28124 

愛川橋   山口 fuji19004 

愛川橋   神奈 fuji41914 

愛染橋   山梨 fuji36587 

愛染橋   静岡 fuji32671 

愛染川橋  静岡 fuji05708 

愛鷹橋   静岡 fuji52585 

愛知橋（←シムガーラ橋）  

沖縄 fuji46520 

愛知川橋  滋賀 fuji05746 

愛知川避溢橋 滋賀 fuji45846 

愛田橋   三重 fuji29963 

愛田跨道橋 三重 fuji47499 

愛田川橋  三重 fuji47325 

愛宕下橋  宮城 fuji26833 

愛宕橋   茨城 fuji24228 

愛宕橋   岩手 fuji00374 

愛宕橋   宮城 fuji02296 

愛宕橋   群馬 fuji53017 

愛宕橋   高知 fuji39115 

愛宕橋   山口 fuji26794 

愛宕橋   鹿児 fuji21525 

愛宕橋   新潟 fuji49095 

愛宕橋   静岡 fuji30093 

愛宕橋   鳥取 fuji25397 

愛宕橋   東京 fuji38410 

愛宕橋   福岡 fuji26168 

愛宕橋   兵庫 fuji18442 

愛宕橋   和歌 fuji36808 

愛宕橋（→善地大橋）  

群馬 fuji33614 

愛宕跨線橋（荒神陸橋）  



 ９ 

広島 fuji18518 

愛宕堀橋  埼玉 fuji09258 

愛徳橋   和歌 fuji39533 

愛別橋(←永愛橋)  

北海 fuji07979 

愛北橋（→幣舞橋）  

北海 fuji07979 

愛本橋   富山 fuji00227 

愛目橋   徳島 fuji53703 

愛林橋   熊本 fuji39408 

姶良河橋  鹿児 fuji15510 

姶良橋   鹿児 fuji06229 

姶良川橋  鹿児 fuji29092 

逢隈橋   福島 fuji04490 

逢隈橋（→丸森橋）  

宮城 fuji12208 

逢妻橋   愛知 fuji03323 

逢妻川橋  愛知 fuji16952 

逢妻大橋  愛知 fuji26057 

逢初橋   静岡 fuji17936 

逢初橋   長野 fuji07884 

逢初橋   北海 fuji43405 

逢瀬橋   島根 fuji25115 

逢瀬橋   福島 fuji16873 

逢瀬川橋  福島 fuji10471 

逢知橋（長塚橋）  

長野 fuji17553 

逢地橋（長塚橋）  

長野 fuji03177 

逢浜川橋  島根 fuji14535 

葵橋    岐阜 fuji17554 

葵橋    京都 fuji04574 

葵橋    東京 fuji05849 

茜屋橋   東京 fuji01650 

茜橋    大分 fuji16576 

茜橋    東京 fuji40510 

茜川橋   大分 fuji11768 

悪水抜避溢橋 福井 fuji07497 

悪太郎橋（巌橋）  

長崎 fuji14125 

悪谷橋（←奥ノ沢橋 

） 三重 fuji49862 

悪土橋   秋田 fuji47635 

旭（新）橋  山口 fuji48582 

旭一号橋  北海 fuji51168 

旭運河橋  神奈 fuji18610 

旭永橋   北海 fuji42312 

旭岡橋 北海 fuji43728 

旭輝橋（→旭橋）   

兵庫 fuji12705 

旭輝橋（旧） 兵庫 fuji12705 

旭橋    愛知 fuji47690 

旭橋    沖縄 fuji13702 

旭橋    岐阜 fuji01773 

旭橋    京都 fuji04878 

旭橋    広島 fuji24451 

旭橋    佐賀 fuji06257 

旭橋    埼玉 fuji15860 

旭橋    山口 fuji03093 

旭橋    山梨 fuji40743 

旭橋    滋賀 fuji37124 

旭橋    秋田 fuji23915 

旭橋    新潟 fuji05243 

旭橋    神奈 fuji06124 

旭橋    青森 fuji07813 

旭橋    長崎 fuji24411 

旭橋    東京 fuji01971 

旭橋    栃木 fuji16649 

旭橋    奈良 fuji36878 

旭橋    福井 fuji24958 

旭橋    福岡 fuji17478 

旭橋    福島 fuji09644 

旭橋    北海 fuji23518 

旭橋    和歌 fuji09799 

旭橋（→小田橋）  

山口 fuji24161 

旭橋（→鶴見橋）  

岡山 fuji04505 

旭橋（←旭輝橋）  

兵庫 fuji12705 

旭橋（←鷹栖橋）  

北海 fuji07336 

旭橋（←朝日橋） 

 兵庫 fuji19783 

旭橋（←日の出橋）  

島根 fuji11939 

旭橋（←睦橋） 島根 fuji36339 

旭橋（旭日橋） 神奈 fuji04674 

旭橋（朝日橋） 東京 fuji08677 

旭跨線橋  北海 fuji46824 

旭跨道橋  東京 fuji45140 

旭工橋   北海 fuji43073 

旭高架橋  愛知 fuji51675 

旭山一号橋 北海 fuji51602 

旭山九線橋 北海 fuji42495 

旭四号橋  北海 fuji49009 

旭生橋（←生鼈橋）  

北海 fuji45549 

旭西橋   北海 fuji40799 

旭西橋（近文橋）  

北海 fuji32517 

旭川橋   岡山 fuji08016 

旭川橋   秋田 fuji09253 

旭川橋   奈良 fuji14110 

旭川橋（上り） 福岡 fuji05669 

旭川根室線架道橋  

北海 fuji20967 

旭川大橋  岡山 fuji49557 

旭川大橋  北海 fuji52510 

旭大橋（出合橋）  

愛知 fuji52314 

旭第一橋  熊本 fuji08369 

旭第三橋  熊本 fuji08371 

旭第二橋  熊本 fuji08370 

旭沢橋   北海 fuji20826 

旭町跨線橋 青森 fuji52768 

旭町立体交差橋  

愛媛 fuji38248 

旭田橋   福島 fuji08735 

旭二号橋  北海 fuji35708 

旭日橋   神奈 fuji04674 

旭日橋   北海 fuji51878 

旭日橋（旭橋） 神奈 fuji04674 

旭野橋   北海 fuji38964 

葦見橋   東京 fuji18429 

葦子川橋  神奈 fuji15404 

葦名橋   神奈 fuji18786 

芦（足）谷川橋（→打除鉄橋） 

     愛媛 fuji06804 

芦ケ谷橋  滋賀 fuji25380 

芦ケ野橋  鹿児 fuji01389 

芦の牧橋  福島 fuji50130 

芦屋架道橋 兵庫 fuji26665 

芦屋橋   福岡 fuji14564 

芦屋川橋（←永保橋）  

兵庫 fuji10227 

芦垣橋   山梨 fuji40235 

芦刈橋（今村・上の石橋）  

熊本 fuji13493 

芦刈水道橋 佐賀 fuji50068 

芦原橋   熊本 fuji47384 

芦原橋   奈良 fuji46430 

芦原橋   福井 fuji07562 

芦原川橋  兵庫 fuji03434 

芦子橋   兵庫 fuji45784 

芦洲橋   東京 fuji22025 

芦松本橋  大分 fuji40668 

芦川ダム管理橋  

滋賀 fuji33670 

芦川橋   山梨 fuji19914 

芦川橋   秋田 fuji48713 

芦川橋（←佃橋） 

 山梨 fuji01228 

芦倉橋   岐阜 fuji28981 

芦倉橋   山梨 fuji44701 

芦沢橋   秋田 fuji22505 

芦沢橋   青森 fuji37809 

芦谷橋   青森 fuji04337 

芦谷橋   徳島 fuji26697 

芦町橋   佐賀 fuji15140 

芦田橋   岡山 fuji11876 

芦田橋（→備前大橋）  

岡山 fuji21884 

芦田川橋  広島 fuji06354 

芦田川橋  広島 fuji21249 

芦田川橋  大阪 fuji25065 

芦廼瀬橋  奈良 fuji48055 

芦品橋   広島 fuji33847 

芦付橋   山形 fuji03841 

芦別川橋  北海 fuji12842 

芦別大橋  北海 fuji34319 

芦穂橋   神奈 fuji39490 

芦名一の橋 神奈 fuji42559 

芦名三の橋 神奈 fuji44091 

芦毛沢橋  岩手 fuji42524 

芦柳橋   大阪 fuji20156 

芦迺瀬橋  奈良 fuji31995 

梓関ノ上橋  滋賀 fuji41087 

梓橋    長野 fuji05529 

梓川橋   山形 fuji22221 

梓川橋   滋賀 fuji35556 

梓川橋（丸田橋）  

長野 fuji17097 

虻川橋   秋田 fuji09255 

虻田跨線橋 宮城 fuji52780 

虻田跨線橋 北海 fuji48455 

虻田川橋  北海 fuji50187 

絢海橋   香川 fuji11957 

綾の木架道橋 京都 fuji07511 

綾井橋   滋賀 fuji25056 

綾橋    秋田 fuji49059 

綾戸橋   群馬 fuji04754 

綾戸橋（→間橋）  

群馬 fuji33585 

綾戸橋（→棚下橋）  

群馬 fuji13718 

綾子橋   富山 fuji53070 

綾小路橋  京都 fuji25061 

綾瀬橋   東京 fuji03875 

綾瀬川橋  埼玉 fuji04679 

綾瀬川橋  神奈 fuji45142 

綾瀬川橋  東京 fuji07458 

綾川橋   香川 fuji07721 

綾川大橋  香川 fuji36208 

綾南橋   香川 fuji45800 

綾南川橋  宮崎 fuji33686 

綾部橋   京都 fuji07105 

綾部大橋  京都 fuji20892 

綾羅木橋  山口 fuji02652 

綾羅木川橋 山口 fuji13460 

鮎の瀬橋  岐阜 fuji52357 

鮎河橋   滋賀 fuji33230 

鮎貝沢橋  山形 fuji16203 

鮎帰橋   熊本 fuji01276 

鮎帰橋   大分 fuji10192 

鮎喰川橋  徳島 fuji08283 

鮎見橋   茨城 fuji20315 

鮎見橋   神奈 fuji36322 

鮎見橋   北海 fuji43753 

鮎戸瀬橋  徳島 fuji48427 

鮎上橋     fuji35242 

鮎川橋   茨城 fuji16440 

鮎川橋   宮城 fuji37388 

鮎川橋   群馬 fuji05837 

鮎川橋   秋田 fuji02987 

鮎川橋   長野 fuji16230 

鮎川橋   和歌 fuji27722 

鮎滝橋   香川 fuji41571 

鮎沢橋   神奈 fuji17542 

鮎沢橋（観蛍橋）  

長野 fuji00593 

鮎沢橋（大橋） 長野 fuji02348 

鮎沢大橋（観蛍橋）  

長野 fuji00593 

鮎沢第一橋 神奈 fuji52867 

鮎沢第二橋 神奈 fuji52866 

鮎津橋   神奈 fuji18372 

鮎之瀬橋  岐阜 fuji18399 

鮎返り橋  大分 fuji19631 

鮎返橋   岡山 fuji22387 

鮎返橋   熊本 fuji07799 

鮎落川橋  岐阜 fuji04478 

粟ケ崎橋  石川 fuji51282 

粟ノ宮橋   福島 fuji14597 

粟井川橋（←大道橋） 

 愛媛 fuji03706 

粟屋橋   広島 fuji19003 

粟賀大橋  兵庫 fuji26098 

粟佐橋   長野 fuji05530 

粟生大橋（手取川橋）  

石川 fuji05527 

粟倉橋   新潟 fuji48753 

粟倉橋   千葉 fuji18411 

粟谷橋   鳥取 fuji03349 

粟地橋   徳島 fuji26703 

粟津橋   石川 fuji00663 

粟田橋   兵庫 fuji26097 

粟野橋（登龍橋）  

山口 fuji04017 

粟野川橋  山口 fuji21887 

粟野避溢橋 山口 fuji22463 

安威川橋  大阪 fuji37820 

安永川橋  宮崎 fuji12947 

安永川鉄道橋 宮崎 fuji39956 

安益橋   香川 fuji01056 

安岡橋   愛媛 fuji40438 

安賀多橋  宮崎 fuji28542 

安賀里川橋 福井 fuji14801 

安楽橋   三重 fuji36935 

安楽橋   鹿児 fuji11472 

安楽橋   福岡 fuji09047 

安楽橋   北海 fuji48675 

安楽川橋  三重 fuji06006 

安楽川橋  鹿児 fuji18039 

安楽土橋  群馬 fuji04029 

安楽島橋  三重 fuji44340 

安間橋   静岡 fuji25000 

安間川橋  静岡 fuji05735 

安丸橋   北海 fuji30976 

安義橋   滋賀 fuji27017 

安義橋（安吉橋）  

滋賀 fuji27017 

安吉橋（安義橋）  

滋賀 fuji27017 

安久高架橋 岐阜 fuji45853 

安久土橋  山形 fuji09900 

安居橋   和歌 fuji36125 

安居川橋  高知 fuji16033 



 １０ 

安郷野橋  岐阜 fuji13973 

安芸川橋  高知 fuji24182 

安芸大橋  広島 fuji33026 

安見橋   熊本 fuji01314 

安見橋   島根 fuji47141 

安見橋   和歌 fuji34232 

安原橋   福島 fuji37958 

安原川橋  鹿児 fuji16843 

安己橋   熊本 fuji01476 

安己橋（安政橋）  

熊本 fuji01476 

安弘見橋  岐阜 fuji53075 

安国跨線橋 北海 fuji51353 

安国寺橋  福岡 fuji00633 

安佐大橋  広島 fuji07028 

安座川橋  福島 fuji13265 

安崎川橋  山口 fuji22462 

安治川橋  大阪 fuji00525 

安室川橋  兵庫 fuji48565 

安謝橋   沖縄 fuji09682 

安朱橋   京都 fuji19572 

安住橋   富山 fuji24538 

安住橋   北海 fuji51193 

安住寺橋  鹿児 fuji43970 

安春川北三番橋  

北海 fuji51506 

安春川北四番橋  

北海 fuji35895 

安照寺橋  埼玉 fuji52089 

安祥寺川橋 京都 fuji12414 

安場橋   三重 fuji35786 

安水橋   広島 fuji34375 

安水橋（→安倍川橋）  

静岡 fuji02049 

安瀬地橋  徳島 fuji21257 

安政橋   新潟 fuji01793 

安政橋   大阪 fuji01501 

安政橋   大分 fuji01495 

安政橋（安己橋）  

熊本 fuji01476 

安政橋（仮屋橋）  

大分 fuji14424 

安栖柄橋  岩手 fuji41347 

安栖里川橋 京都 fuji11743 

安西橋   三重 fuji52160 

安西橋（←藁科橋）  

静岡 fuji08861 

安積橋   福島 fuji42229 

安積橋   兵庫 fuji22550 

安積橋（←大重橋）  

福島 fuji37312 

安積大橋  福島 fuji42862 

安川橋   広島 fuji39267 

安川橋   福岡 fuji07795 

安川橋   北海 fuji23891 

安全橋   新潟 fuji06134 

安全橋   大阪 fuji06007 

安全橋（→川上橋）  

北海 fuji16979 

安蘇川橋  栃木 fuji04027 

安蔵川橋  鳥取 fuji16756 

安足間橋  北海 fuji43745 

安宅橋   和歌 fuji35102 

安宅新橋  徳島 fuji32273 

安達ケ橋（←供中橋）  

福島 fuji32057 

安達橋（中の橋） 

 福島 fuji01104 

安達太良川橋 福島 fuji33483 

安谷屋橋  沖縄 fuji09022 

安谷橋   埼玉 fuji16608 

安谷川橋  埼玉 fuji21843 

安丹橋   山形 fuji17414 

安知生避溢橋 愛媛 fuji16814 

安知川橋  愛媛 fuji16815 

安池橋   北海 fuji31215 

安中橋   群馬 fuji00333 

安長橋   鳥取 fuji03485 

安津間橋  群馬 fuji30422 

安津橋   熊本 fuji30823 

安塚橋   栃木 fuji22893 

安庭橋（水篠橋）  

長野 fuji27490 

安諦橋   和歌 fuji04819 

安田橋   高知 fuji10846 

安田橋   新潟 fuji14046 

安田橋   長野 fuji13661 

安田橋   富山 fuji12969 

安田橋   兵庫 fuji25097 

安田橋   北海 fuji18258 

安田橋（→綱切橋）  

長野 fuji26522 

安田橋（上船渡橋）  

長野 fuji02028 

安田新橋  大阪 fuji25747 

安田川橋  高知 fuji17795 

安田大宮橋 大阪 fuji31678 

安堵高架橋 奈良 fuji53364 

安渡橋（→大槌橋）  

岩手 fuji26820 

安渡波橋  三重 fuji05284 

安土架道橋 滋賀 fuji44940 

安土橋   岐阜 fuji52135 

安東橋   青森 fuji24422 

安藤川橋  愛知 fuji13975 

安堂寺橋  大阪 fuji00681 

安徳川橋  香川 fuji07720 

安曇橋   長野 fuji07172 

安曇川橋  滋賀 fuji04926 

安曇川小橋 滋賀 fuji25053 

安曇川大橋 滋賀 fuji05042 

安寧橋   北海 fuji48859 

安濃橋   三重 fuji46405 

安濃川橋  三重 fuji06825 

安濃津橋  三重 fuji48789 

安波賀橋  福井 fuji10558 

安倍川仮橋 静岡 fuji01799 

安倍川橋  静岡 fuji02049 

安倍川橋（←安水橋）  

静岡 fuji02049 

安八避溢橋   fuji46039 

安比川橋  岩手 fuji02956 

安富橋   島根 fuji35104 

安部橋   山口 fuji09942 

安部橋   鳥取 fuji39884 

安平橋   北海 fuji34811 

安平志内橋 北海 fuji45062 

安方架道橋 東京 fuji16716 

安方橋   青森 fuji28995 

安房橋   鹿児 fuji46618 

安房川橋  鹿児 fuji22692 

安巳橋（←安政橋）  

熊本 fuji14708 

安綿橋   大阪 fuji19148 

安木川橋  兵庫 fuji12056 

安野屋橋  富山 fuji28067 

安野橋   岩手 fuji11778 

安野橋   京都 fuji20607 

安野尾橋  鹿児 fuji13764 

安野々橋  高知 fuji44840 

安野呂橋  北海 fuji48207 

安養院橋  鹿児 fuji00898 

安養寺橋  鳥取 fuji27307 

安来新大橋 島根 fuji47142 

安来大橋  島根 fuji34737 

安留橋   宮崎 fuji17598 

安留水門橋 宮崎 fuji17599 

安良居橋  長野 fuji10814 

安良川橋  佐賀 fuji05755 

安良川橋（荒川橋）  

山梨 fuji02345 

安良沢橋  栃木 fuji48616 

安和の石橋 沖縄 fuji32009 

庵の前橋  奈良 fuji38748 

庵橋（山口の石橋）  

熊本 fuji03991 

庵原川橋  静岡 fuji05707 

庵住橋   奈良 fuji16517 

庵上橋   香川 fuji39554 

庵谷一号橋 富山 fuji31436 

庵谷橋   東京 fuji38129 

庵谷橋   富山 fuji13037 

庵谷川橋  富山 fuji22056 

庵谷二号橋 富山 fuji31228 

暗橋    宮城 fuji03526 

暗橋    大阪 fuji24065 

暗門大橋  青森 fuji46624 

暗夜川橋  北海 fuji16668 

案栗屋橋  山形 fuji30333 

案内橋   宮城 fuji03255 

案内橋   東京 fuji24910 

闇川橋   福島 fuji23587 

鞍掛橋   京都 fuji53944 

鞍掛橋   山梨 fuji42573 

鞍掛橋   東京 fuji00472 

鞍居橋（建武橋）  

兵庫 fuji05445 

鞍瀬橋   愛媛 fuji44365 

鞍瀬川橋  愛媛 fuji10286 

鞍内橋   京都 fuji22354 

鞍馬街道橋 京都 fuji09598 

鞍馬橋   新潟 fuji44313 

鞍馬橋   長野 fuji06799 

鞍流瀬川橋 愛知 fuji05164 

 

… イ … 
 

以久科橋  北海 fuji52669 

以久科九号橋 北海 fuji49692 

以久田橋  京都 fuji07316 

伊？    佐賀 fuji10140 

伊賀インター跨道橋 

 三重 fuji47497 

伊賀橋   愛知 fuji16472 

伊賀大橋（柘植橋）  

三重 fuji46725 

伊賀谷橋  兵庫 fuji29278 

伊賀八幡宮神橋  

愛知 fuji00263 

伊甘架道橋 島根 fuji15828 

伊久間橋（弁天橋）  

長野 fuji11923 

伊呉跨線橋 新潟 fuji53309 

伊香具橋  滋賀 fuji29261 

伊香保ケーブル橋  

群馬 fuji20835 

伊佐橋   兵庫 fuji38747 

伊佐江橋  山形 fuji19670 

伊佐々川橋 滋賀 fuji35444 

伊佐沼橋  埼玉 fuji23073 

伊佐部橋  茨城 fuji40497 

伊座川橋  香川 fuji20540 

伊崎橋   愛媛 fuji45988 

伊崎橋   滋賀 fuji41275 

伊自良川橋 岐阜 fuji13401 

伊出屋橋  兵庫 fuji49870 

伊吹の橋  滋賀 fuji40870 

伊吹橋   北海 fuji32887 

伊瀬橋   鹿児 fuji46517 

伊勢の宮橋 神奈 fuji51802 

伊勢宮橋  新潟 fuji37332 

伊勢橋   熊本 fuji39409 

伊勢橋   山口 fuji19599 

伊勢橋   神奈 fuji22962 

伊勢橋   和歌 fuji08886 

伊勢崎第一橋 群馬 fuji21985 

伊勢山橋（上牧橋）  

岐阜 fuji16057 

伊勢山新橋 神奈 fuji43457 

伊勢森橋  群馬 fuji30938 

伊勢川橋  福井 fuji50905 

伊勢大橋  三重 fuji25540 

伊勢大橋  山口 fuji44606 

伊勢地橋  三重 fuji22336 

伊勢田橋  徳島 fuji04212 

伊勢田川橋 徳島 fuji52492 

伊勢路橋  三重 fuji22477 

伊草橋   埼玉 fuji27238 

伊沢谷橋  徳島 fuji47375 

伊達橋   岡山 fuji50917 

伊達橋（←中央橋）  

福島 fuji09959 

伊達崎橋  福島 fuji23457 

伊知坊橋  熊本 fuji07429 

伊田新橋  福岡 fuji53390 

伊田大橋  福岡 fuji26170 

伊田陸橋  福岡 fuji51699 

伊東橋   北海 fuji52672 

伊藤橋   岐阜 fuji13153 

伊藤橋   東京 fuji21095 

伊藤谷橋  東京 fuji02553 

伊豆ノ川橋  高知 fuji45996 

伊豆橋   兵庫 fuji30228 

伊豆山橋  静岡 fuji46600 

伊奈橋   茨城 fuji47656 

伊奈川橋  長野 fuji03403 

伊那橋   長野 fuji07050 

伊那川橋  長野 fuji00155 

伊那大橋（大橋）  

長野 fuji04796 

伊那富橋  長野 fuji10807 

伊那路橋  長野 fuji03050 

伊南川橋  福島 fuji08155 

伊南川発電所橋  

福島 fuji37002 

伊波橋   福井 fuji13651 

伊尾木橋  高知 fuji28778 

伊尾木川橋 高知 fuji50449 

伊福橋   愛知 fuji21418 

伊辺谷橋  高知 fuji44841 

伊保橋   島根 fuji05926 

伊保内橋（秋山川橋）  

栃木 fuji18063 

伊方橋   福岡 fuji13991 

伊予王子橋 徳島 fuji32170 

伊予橋   東京 fuji01981 

伊予川橋  徳島 fuji06995 

伊予鉄跨線橋 愛媛 fuji42784 

伊予鉄道陸橋 愛媛 fuji19468 

伊予目橋  大阪 fuji47127 

伊与野川橋 高知 fuji42267 

伊里橋   宮城 fuji04084 

伊良野橋  三重 fuji22077 

伊鈴橋（神懸橋）  

宮城 fuji50652 

伊呂波橋  大分 fuji42467 

位山橋   岐阜 fuji30592 

位田橋   京都 fuji38467 



 １１ 

依田橋   長野 fuji07500 

依田橋   北海 fuji51180 

依田川橋  長野 fuji09392 

依那古橋  三重 fuji47884 

囲橋    宮崎 fuji50829 

夷橋    兵庫 fuji02250 

夷隅川橋  千葉 fuji08461 

夷川橋   京都 fuji11744 

意宇川橋  島根 fuji10950 

易国間橋  青森 fuji29929 

為谷川橋  岡山 fuji20223 

維合橋   高知 fuji33269 

維新橋（→加治川橋）  

新潟 fuji04984 

衣井沢橋  岩手 fuji28143 

衣浦小橋  愛知 fuji48629 

衣屋橋   和歌 fuji28715 

衣掛川橋  福井 fuji14608 

衣笠橋   奈良 fuji24105 

衣橋    新潟 fuji48073 

衣裳洗橋  鹿児 fuji11270 

衣川橋   岩手 fuji03784 

衣川橋   秋田 fuji15376 

医王橋   長崎 fuji18320 

医王寺橋  徳島 fuji32268 

井ケ瀬橋  兵庫 fuji07711 

井ノ浦谷橋  高知 fuji25770 

井の欠橋  兵庫 fuji33387 

井ノ口橋   岡山 fuji28741 

井の口橋  福井 fuji53319 

井ノ口川橋  熊本 fuji17395 

井ノ出橋   徳島 fuji32271 

井ノ上橋   静岡 fuji12293 

井ノ上橋   徳島 fuji47949 

井の倉橋  三重 fuji20364 

井の頭橋  東京 fuji40512 

井ノ内橋   京都 fuji00743 

井堰川橋  大阪 fuji08008 

井開橋   徳島 fuji30954 

井角橋   新潟 fuji50555 

井関宮橋  香川 fuji37273 

井関橋   香川 fuji44147 

井関橋   三重 fuji22537 

井関橋   和歌 fuji10112 

井関川橋  京都 fuji08105 

井久保橋  鹿児 fuji15325 

井原川橋  島根 fuji25758 

井戸橋   山梨 fuji34245 

井戸向橋  岩手 fuji39445 

井戸川橋  愛知 fuji35140 

井戸川橋  香川 fuji06654 

井戸川橋  東京 fuji21552 

井戸沢２号橋 長野 fuji48768 

井戸沢一号橋 長野 fuji47293 

井戸沢橋  岐阜 fuji48625 

井戸沢橋  群馬 fuji22916 

井戸沢橋  青森 fuji07119 

井戸沢橋  静岡 fuji36726 

井戸沢橋  長野 fuji12752 

井戸沢橋  福島 fuji18385 

井戸沢川水路橋  

群馬 fuji23312 

井戸町避溢橋 滋賀 fuji29774 

井戸田橋  愛知 fuji45717 

井戸入沢橋 長野 fuji45168 

井口橋   愛媛 fuji38340 

井高野橋  大阪 fuji43636 

井細田街道架道橋  

神奈 fuji15405 

井坂橋   和歌 fuji52955 

井崎川橋  長崎 fuji25791 

井手の元橋 福岡 fuji15264 

井手橋   徳島 fuji53702 

井手元橋  佐賀 fuji36828 

井手元橋  鹿児 fuji15025 

井手口橋  鹿児 fuji28385 

井手上橋（塔の迫橋）  

熊本 fuji01050 

井手川橋  福島 fuji43276 

井手谷橋  三重 fuji27283 

井手谷橋  鹿児 fuji12785 

井手之段橋 鹿児 fuji09218 

井住橋   東京 fuji18596 

井出橋   静岡 fuji48929 

井出川橋  福島 fuji06457 

井松原橋  和歌 fuji20613 

井上橋   鹿児 fuji48022 

井上橋   石川 fuji44495 

井上橋   島根 fuji05927 

井上橋   東京 fuji22026 

井上川橋  滋賀 fuji05780 

井尻橋   宮崎 fuji15961 

井石川橋  滋賀 fuji19703 

井折橋   徳島 fuji39551 

井川の刎橋 静岡 fuji00176 

井川橋   島根 fuji47923 

井川橋（鉄線橋）  

静岡 fuji04277 

井川坂橋  長崎 fuji01343 

井川尻橋  滋賀 fuji31082 

井川大橋（工事名・岩崎橋） 

     静岡 fuji36765 

井倉橋   岡山 fuji09581 

井倉川橋  宮崎 fuji14233 

井沢橋   群馬 fuji42876 

井谷橋   岡山 fuji29104 

井谷橋   岐阜 fuji16388 

井谷橋   島根 fuji34014 

井端橋   北海 fuji38253 

井地上橋  徳島 fuji12638 

井田橋   岐阜 fuji45658 

井田川橋  富山 fuji06494 

井土ヶ谷橋  神奈 fuji21135 

井筒川橋  岡山 fuji06335 

井内川橋  愛媛 fuji36534 

井内谷橋  徳島 fuji11349 

井之川橋  鹿児 fuji35856 

井平橋   宮崎 fuji29997 

井堀橋   福岡 fuji26172 

井明神橋  滋賀 fuji01838 

井明神小橋 滋賀 fuji25051 

井野村堰橋 群馬 fuji15792 

井羅原橋  島根 fuji26117 

井利口橋  徳島 fuji32977 

井立田橋  鹿児 fuji38058 

井六免橋  熊本 fuji07069 

亥ノ子橋   福島 fuji23387 

亥之堀橋  東京 fuji20686 

育英橋   大阪 fuji11260 

育和橋   大阪 fuji50278 

郁春別川橋 北海 fuji06070 

磯ノ川橋   高知 fuji49401 

磯貝橋   石川 fuji03037 

磯間橋   鹿児 fuji20472 

磯吉橋   鹿児 fuji15323 

磯橋    福岡 fuji31310 

磯崎架道橋 宮城 fuji19992 

磯崎川橋  青森 fuji27600 

磯子橋   神奈 fuji43587 

磯松村ノ橋  青森 fuji04511 

磯谷橋   北海 fuji25864 

磯谷川橋  北海 fuji29155 

磯津橋   三重 fuji26299 

磯道跨線橋 茨城 fuji43240 

磯浜橋   宮城 fuji25894 

磯辺橋   大阪 fuji35380 

磯本橋   岡山 fuji28893 

一ツ橋   神奈 fuji45287 

一ツ橋   大阪 fuji37880 

一ツ橋   長野 fuji11805 

一ツ橋   東京 fuji01939 

一つ窪橋  福島 fuji14499 

一ツ瀬橋  宮崎 fuji44843 

一ツ瀬川橋  宮崎 fuji15456 

一ツ内橋  香川 fuji34094 

一つ木川橋  岡山 fuji06314 

一つ目橋  東京 fuji00340 

一つ目橋（一之橋）  

東京 fuji00340 

一の井橋  和歌 fuji25106 

一ノ越橋   宮城 fuji02716 

一ノ越橋   秋田 fuji16679 

一の堰管理橋 徳島 fuji51322 

一の河橋  長崎 fuji39130 

一ノ宮１号跨道橋 

 三重 fuji47501 

一ノ宮２号跨道橋  

三重 fuji47334 

一ノ宮３号跨道橋 

 三重 fuji47335 

一ノ宮４号跨道橋 

 三重 fuji47336 

一の宮橋  愛媛 fuji32406 

一の宮橋  岐阜 fuji26979 

一ノ宮橋   千葉 fuji11390 

一ノ宮橋   徳島 fuji26677 

一ノ宮避溢橋 三重 fuji47333 

一ノ橋   宮城 fuji02976 

一ノ橋   京都 fuji17413 

一ノ橋   香川 fuji10283 

一の橋   佐賀 fuji07741 

一の橋   山梨 fuji50570 

一の橋   新潟 fuji47174 

一の橋   大分 fuji06795 

一の橋   長崎 fuji25580 

一の橋   長野 fuji28941 

一の橋   徳島 fuji35599 

一ノ橋   兵庫 fuji24100 

一の橋   北海 fuji22488 

一ノ橋（犀川大橋）  

石川 fuji00141 

一の橋（小山川橋）  

埼玉 fuji36902 

一ノ戸川橋  福島 fuji09355 

一ノ坂橋   徳島 fuji19476 

一ノ瀬橋   愛媛 fuji03651 

一の瀬橋  岡山 fuji36619 

一ノ瀬橋   岐阜 fuji22311 

一ノ瀬橋   香川 fuji53705 

一の瀬橋  高知 fuji38223 

一ノ瀬橋   埼玉 fuji08074 

一の瀬橋  滋賀 fuji27431 

一の瀬橋  秋田 fuji34028 

一の瀬橋  新潟 fuji25842 

一の瀬橋  静岡 fuji14984 

一ノ瀬橋   大分 fuji04439 

一ノ瀬橋   長崎 fuji00306 

一ノ瀬橋   長野 fuji36506 

一の瀬橋  島根 fuji32513 

一の瀬橋  徳島 fuji01305 

一ノ瀬橋   兵庫 fuji01469 

一の瀬橋（→坂口橋）  

静岡 fuji34843 

一の瀬高架橋 愛知 fuji51676 

一の瀬二号橋 香川 fuji32979 

一の切橋  新潟 fuji34336 

一の沢橋  愛知 fuji37651 

一の沢橋  山形 fuji22229 

一ノ沢橋   長野 fuji17021 

一の沢橋  北海 fuji41338 

一の沢小橋 北海 fuji42512 

一の沢大橋 北海 fuji48237 

一ノ谷橋   三重 fuji05275 

一の谷川橋 香川 fuji12939 

一の町架道橋 岐阜 fuji10414 

一ノ鳥居橋  京都 fuji22355 

一ノ坪橋   京都 fuji53665 

一ノ坪橋   滋賀 fuji05787 

一ノ坪橋   大阪 fuji33520 

一の渡架道橋 青森 fuji51913 

一の渡橋  岩手 fuji38101 

一の渡橋  広島 fuji27329 

一ノ渡橋   秋田 fuji06103 

一ノ渡橋   青森 fuji06670 

一ノ渡瀬橋  長崎 fuji04424 

一の渡瀬橋 鳥取 fuji48407 

一ノ渡瀬橋（笹野橋）  

鹿児 fuji30157 

一ノ又橋   福井 fuji49840 

一ノ木戸川橋   fuji15807 

一ノ木戸避溢橋  fuji35354 

一宇橋   徳島 fuji27562 

一貫橋   神奈 fuji27544 

一貫堀橋  群馬 fuji15392 

一貫堀川橋 群馬 fuji12883 

一休橋   東京 fuji26602 

一宮橋   京都 fuji24060 

一宮橋   山梨 fuji26756 

一宮橋   千葉 fuji07691 

一求ケ橋  鳥取 fuji00831 

一言川橋  静岡 fuji05730 

一己跨線橋 北海 fuji49680 

一己内橋  北海 fuji52668 

一口橋   東京 fuji13549 

一号橋   宮崎 fuji43964 

一号橋   熊本 fuji52978 

一号橋   群馬 fuji39208 

一号橋   青森 fuji31127 

一号橋   島根 fuji35939 

一号橋   北海 fuji29748 

一号橋   和歌 fuji53856 

一号糠塚橋 群馬 fuji28843 

一号水路橋 福島 fuji15472 

一号清水橋 群馬 fuji29396 

一号奈半利橋 高知 fuji49396 

一号北二線橋 北海 fuji53441 

一勝地橋  熊本 fuji16569 

一笑橋   北海 fuji39180 

一条橋   高知 fuji32276 

一条橋   北海 fuji50137 

一条大橋  北海 fuji29599 

一条大橋（南一条橋）  

北海 fuji53177 

一条町高架橋 栃木 fuji22903 

一条南橋  徳島 fuji33541 

一条北橋  徳島 fuji35590 

一条戻橋  京都 fuji16315 

一色橋   愛知 fuji41404 

一色橋   静岡 fuji41400 

一色大橋  愛知 fuji24636 

一色大橋  静岡 fuji49308 

一色本線一号橋  

岐阜 fuji41398 

一新橋   新潟 fuji25469 

一新橋   大分 fuji02600 

一新第一橋 熊本 fuji06362 

一瀬橋   長崎 fuji00064 

一瀬橋   和歌 fuji15602 



 １２ 

一石橋   東京 fuji01946 

一線橋   北海 fuji37512 

一駄橋   熊本 fuji17487 

一町田橋  京都 fuji27021 

一津橋   大阪 fuji32696 

一通橋   秋田 fuji39909 

一等大路架道橋  

大阪 fuji29421 

一二三橋  北海 fuji50162 

一日橋   沖縄 fuji00459 

一日市橋  新潟 fuji36720 

一日市橋  兵庫 fuji29283 

一日市橋（櫛引橋）  

青森 fuji06895 

一之橋   新潟 fuji44311 

一之橋   神奈 fuji36392 

一之橋   大阪 fuji17454 

一之橋   長野 fuji46642 

一之橋（一つ目橋）  

東京 fuji00340 

一之橋（京橋） 東京 fuji01960 

一之江境川橋 東京 fuji17920 

一之江橋  東京 fuji39802 

一之瀬橋  愛媛 fuji28775 

一之瀬橋  岐阜 fuji16007 

一之瀬橋  群馬 fuji29185 

一之瀬橋  静岡 fuji25342 

一之渡の水路橋  

宮崎 fuji24570 

一白井橋  徳島 fuji48958 

一迫川橋  宮城 fuji35329 

一番橋   大阪 fuji32691 

一番橋   東京 fuji44071 

一番橋   北海 fuji46760 

一番川橋  北海 fuji45834 

一不二橋  北海 fuji12423 

一文渡橋  群馬 fuji04963 

一平橋   千葉 fuji37554 

一本橋   愛知 fuji32950 

一本橋   京都 fuji46553 

一本橋   新潟 fuji43101 

一本橋   神奈 fuji18981 

一本橋   鳥取 fuji01244 

一本橋   東京 fuji21853 

一本橋   富山 fuji34001 

一本橋通架道橋  

神奈 fuji22048 

一本松橋  群馬 fuji40711 

一本松橋  香川 fuji20522 

一本松橋  静岡 fuji45370 

一本松橋  兵庫 fuji44212 

一本松陸橋 石川 fuji29228 

一本杉橋  新潟 fuji18088 

一本谷橋  佐賀 fuji16943 

一万橋   広島 fuji28000 

一木眼鏡橋 福岡 fuji16096 

一木橋   東京 fuji22020 

一夜館橋  福島 fuji38110 

一野橋   千葉 fuji27852 

一矢返橋  大分 fuji40323 

一葉橋   静岡 fuji37234 

一覧橋（←第六橋）  

長崎 fuji00325 

一里越川橋 青森 fuji03206 

一里塚橋  愛知 fuji26988 

一里塚橋  佐賀 fuji51855 

一里塚橋  東京 fuji22725 

壱ノ瀬橋   福岡 fuji04323 

壱斗俵橋  高知 fuji27112 

壱部橋   青 森 fuji28142 

壱目橋   香川 fuji22580 

逸見原橋  山梨 fuji49279 

稲？    京都 fuji20142 

稲河内橋  長崎 fuji38352 

稲荷橋   岡山 fuji02052 

稲荷橋   岩手 fuji37768 

稲荷橋   岐阜 fuji27428 

稲荷橋   宮崎 fuji30364 

稲荷橋   京都 fuji41092 

稲荷橋   群馬 fuji12432 

稲荷橋   広島 fuji32266 

稲荷橋   山形 fuji16201 

稲荷橋   鹿児 fuji00973 

稲荷橋   神奈 fuji22954 

稲荷橋   石川 fuji44323 

稲荷橋   大分 fuji24412 

稲荷橋   東京 fuji01543 

稲荷橋   栃木 fuji40709 

稲荷橋   福岡 fuji51709 

稲荷橋（→国長橋）  

岐阜 fuji40397 

稲荷橋（猿） 東京 fuji08816 

稲荷橋（穴守橋）  

東京 fuji42481 

稲荷跨線橋 富山 fuji48760 

稲荷坂橋    fuji52906 

稲荷山橋  神奈 fuji47462 

稲荷神社前石橋  

熊本 fuji01466 

稲荷川橋  鹿児 fuji15457 

稲荷川橋  青森 fuji03770 

稲荷川橋  長野 fuji12144 

稲荷川橋  徳島 fuji13427 

稲荷前跨線橋 東京 fuji50690 

稲荷大橋  広島 fuji32067 

稲荷平橋  岐阜 fuji49488 

稲荷木橋  東京 fuji25992 

稲垣橋   大分 fuji43947 

稲核橋   長野 fuji04465 

稲吉橋   福岡 fuji52020 

稲牛橋   北海 fuji42108 

稲継橋   兵庫 fuji46419 

稲継小橋  兵庫 fuji46420 

稲継大橋  兵庫 fuji33523 

稲見橋   北海 fuji36660 

稲見橋（ルベシベ橋）  

北海 fuji20669 

稲原橋   徳島 fuji27348 

稲原跨線橋 和歌 fuji51833 

稲菰橋   静岡 fuji49305 

稲佐架道橋 長崎 fuji47732 

稲佐橋   長崎 fuji10609 

稲妻橋   徳島 fuji11116 

稲山大橋  北海 fuji50851 

稲子川橋  千葉 fuji12887 

稲初橋   三重 fuji25040 

稲小路沢橋 新潟 fuji17304 

稲常橋   鳥取 fuji04206 

稲瀬川橋  静岡 fuji09243 

稲成橋   岐阜 fuji15935 

稲生橋   青森 fuji01513 

稲生跨線橋 神奈 fuji52467 

稲生野橋  熊本 fuji26484 

稲積橋   香川 fuji49619 

稲積橋   長野 fuji49293 

稲川橋   兵庫 fuji18822 

稲村橋   鹿児 fuji16127 

稲村橋   秋田 fuji01133 

稲村橋（花貫川橋）  

茨城 fuji32611 

稲沢橋   愛知 fuji46695 

稲沢橋   山形 fuji18741 

稲沢跨線橋 愛知 fuji17216 

稲沢乗越橋 愛知 fuji30181 

稲筑橋   福岡 fuji28047 

稲津橋   大阪 fuji43891 

稲津橋   福井 fuji31917 

稲田橋   愛媛 fuji35479 

稲田橋   新潟 fuji00599 

稲田橋   大阪 fuji41891 

稲田橋   東京 fuji27405 

稲美橋   北海 fuji48310 

稲武大橋  愛知 fuji19838 

稲穂橋   北海 fuji43331 

稲豊橋   茨城 fuji35908 

稲毛戸橋  東京 fuji42553 

稲目橋   岡山 fuji33628 

稲葉橋   愛知 fuji20358 

稲葉橋   兵庫 fuji17335 

稲葉川橋  大分 fuji18327 

稲里橋   東京 fuji02541 

稲里橋   北海 fuji46793 

稲良橋   群馬 fuji50376 

茨橋    宮城 fuji33343 

茨原橋   静岡 fuji34938 

茨戸橋   北海 fuji04332 

茨戸耕北橋 北海 fuji44690 

茨沢橋   静岡 fuji26049 

茨田大宮橋 大阪 fuji42441 

茨島橋   秋田 fuji29387 

茨島橋   新潟 fuji02559 

茨島跨線橋 岩手 fuji45109 

茨木川橋  大阪 fuji02413 

芋の森用水橋 栃木 fuji11224 

芋原橋   長崎 fuji00430 

芋坂跨線橋 東京 fuji20333 

芋生橋   宮城 fuji48880 

芋生野橋  大分 fuji24616 

芋川橋   熊本 fuji10953 

芋川橋   秋田 fuji16178 

芋川橋   新潟 fuji35252 

芋川橋（小川橋）  

東京 fuji09095 

芋沢橋   宮城 fuji03792 

芋田橋   岩手 fuji37510 

芋田橋   佐賀 fuji44639 

印内川橋  滋賀 fuji37449 

印南橋   和歌 fuji04201 

印南川橋  和歌 fuji22551 

印役橋   山形 fuji06452 

印旛大橋  千葉 fuji38403 

員弁大橋  三重 fuji28184 

因幡橋   山形 fuji23919 

引の田橋  山梨 fuji44508 

引地橋   高知 fuji46995 

引地橋   神奈 fuji00976 

引地川橋  神奈 fuji43254 

引地川水路橋 神奈 fuji43155 

引田橋   群馬 fuji26885 

引田橋   香川 fuji20541 

引田橋   静岡 fuji33794 

引田橋   栃木 fuji33068 

引土橋   宮崎 fuji49178 

引落橋   徳島 fuji49167 

蔭の宮橋  徳島 fuji31381 

蔭の橋   徳島 fuji30659 

蔭の沢橋  北海 fuji42325 

蔭井橋   徳島 fuji36630 

蔭井谷橋  徳島 fuji33314 

蔭橋    徳島 fuji37903 

蔭松沢橋  北海 fuji34879 

蔭谷橋   徳島 fuji30558 

蔭谷大橋  三重 fuji27912 

蔭田橋   鳥取 fuji19711 

蔭平橋   徳島 fuji48035 

蔭坊橋   三重 fuji38323 

蔭名橋   徳島 fuji32854 

院内橋   香川 fuji29729 

院辺橋   山梨 fuji06853 

陰ノ下橋   長崎 fuji04483 

陰徳橋(→那珂橋)  

栃木 fuji01207 

隠元橋   京都 fuji36178 

 

… ウ … 
 

右岩内橋  北海 fuji52996 

右京橋   宮城 fuji12850 

右股橋   北海 fuji43775 

右左府橋  北海 fuji48669 

右市下橋  島根 fuji34015 

右田跨線橋 大分 fuji53139 

右内橋   宮城 fuji03244 

右流井橋  愛知 fuji52934 

宇井ノ瀬橋  徳島 fuji09490 

宇井橋   徳島 fuji42020 

宇井橋   奈良 fuji34286 

宇一つ橋  兵庫 fuji10466 

宇遠別橋  北海 fuji48242 

宇迦橋   島根 fuji28738 

宇賀橋   広島 fuji35106 

宇賀川橋  三重 fuji23419 

宇賀荘橋  島根 fuji05319 

宇賀地橋  新潟 fuji35117 

宇賀導水路橋 広島 fuji17720 

宇甘橋   岡山 fuji27772 

宇甘川橋  岡山 fuji08017 

宇喜多橋  岡山 fuji29138 

宇喜多橋（新川橋）  

東京 fuji36904 

宇喜田橋  東京 fuji30081 

宇近川橋  京都 fuji46956 

宇戸橋   宮崎 fuji14644 

宇戸内川橋 北海 fuji16672 

宇根金橋  埼玉 fuji02445 

宇佐神宮橋 大分 fuji11679 

宇佐川橋  山口 fuji33403 

宇妻橋   群馬 fuji42886 

宇山橋   岐阜 fuji53080 

宇治架道橋 和歌 fuji09575 

宇治橋   愛媛 fuji20644 

宇治橋   宮崎 fuji32285 

宇治橋   京都 fuji00016 

宇治橋   大分 fuji01149 

宇治橋（御裳濯橋）  

三重 fuji00071 

宇治高架橋 和歌 fuji30433 

宇治山橋  北海 fuji43397 

宇治川橋  京都 fuji07471 

宇治川大橋 京都 fuji48172 

宇川橋   京都 fuji08097 

宇川橋   滋賀 fuji26070 

宇船橋   大分 fuji44372 

宇曽川橋  滋賀 fuji37873 

宇多川橋  福島 fuji05833 

宇多川大橋 福島 fuji02743 

宇多津跨線橋 香川 fuji47154 

宇対瀬橋  大分 fuji13494 

宇津橋   京都 fuji44208 

宇津橋   山形 fuji49785 

宇津橋   北海 fuji33442 

宇津跨線橋 北海 fuji47040 

宇津江橋  岐阜 fuji31443 

宇津根橋  京都 fuji09039 

宇津津橋  北海 fuji39818 

宇津田橋  徳島 fuji36446 

宇津内橋  北海 fuji43407 

宇津木橋  愛知 fuji11425 



 １３ 

宇津木橋  和歌 fuji33677 

宇津目跨線橋 岩手 fuji22211 

宇津野橋  群馬 fuji49965 

宇津和架道橋 兵庫 fuji15437 

宇田橋   山口 fuji23042 

宇田川橋  福島 fuji12664 

宇都宮跨線橋 栃木 fuji42386 

宇都宮前橋県道高架橋  

栃木 fuji22882 

宇都宮日光線県道橋  

栃木 fuji21029 

宇都橋   鹿児 fuji29551 

宇都口橋  鹿児 fuji16593 

宇都野橋  栃木 fuji52821 

宇都良橋（郡田橋）  

鹿児 fuji46019 

宇土橋   愛媛 fuji27099 

宇土跨線橋 熊本 fuji40667 

宇土川橋  大分 fuji15894 

宇藤木橋（おせき橋）  

大分 fuji07657 

宇奈月橋  富山 fuji16613 

宇内沢橋  宮城 fuji44261 

宇波橋   鳥取 fuji49344 

宇波尻橋  島根 fuji44351 

宇波西架道橋 福井 fuji14613 

宇莫別橋  北海 fuji31827 

宇美橋   福岡 fuji23283 

宇布見橋  静岡 fuji40110 

宇部四号橋 岩手 fuji43779 

宇平橋   沖縄 fuji00464 

宇無川橋  奈良 fuji31606 

宇野橋   岡山 fuji50988 

宇野津橋  愛知 fuji38315 

宇和川橋  愛媛 fuji16416 

宇和島橋  大阪 fuji04196 

宇和島跨線橋 愛媛 fuji30591 

烏江橋   岐阜 fuji32370 

烏森架道橋 東京 fuji36248 

烏森橋   東京 fuji11232 

烏森高架  東京 fuji11511 

烏森町橋高架橋  

東京 fuji36484 

烏川橋   群馬 fuji11973 

烏川橋   長野 fuji08085 

烏川橋   福島 fuji03845 

羽ノ原橋   広島 fuji37356 

羽衣架道橋 神奈 fuji45309 

羽衣橋   山梨 fuji16070 

羽衣橋   神奈 fuji18417 

羽衣橋   静岡 fuji11827 

羽衣橋   長野 fuji29665 

羽衣橋   兵庫 fuji20801 

羽衣橋   北海 fuji31321 

羽衣崎橋  長野 fuji34923 

羽越橋   山形 fuji42228 

羽下ケ淵橋  新潟 fuji15580 

羽下大橋  新潟 fuji44698 

羽賀橋   広島 fuji41427 

羽月橋   鹿児 fuji07616 

羽後街道橋 宮城 fuji13934 

羽向谷橋  徳島 fuji37478 

羽合大橋  鳥取 fuji38032 

羽黒橋   山形 fuji35729 

羽黒橋   新潟 fuji49094 

羽黒橋   青森 fuji46622 

羽黒橋   東京 fuji32220 

羽黒川橋  山形 fuji08524 

羽黒沢橋  山形 fuji51735 

羽根橋   高知 fuji53134 

羽根橋   埼玉 fuji21305 

羽根橋   三重 fuji05034 

羽根橋   富山 fuji48917 

羽根山橋  青森 fuji41346 

羽根川橋  新潟 fuji44970 

羽根倉橋  埼玉 fuji29456 

羽根沢橋  東京 fuji38408 

羽根田橋  茨城 fuji37316 

羽根木橋  東京 fuji38407 

羽佐間橋  静岡 fuji12291 

羽佐古橋  岐阜 fuji25339 

羽坂橋   宮崎 fuji26401 

羽咋大橋  石川 fuji40081 

羽昨川橋  石川 fuji41226 

羽山橋   宮城 fuji03529 

羽山橋   兵庫 fuji04200 

羽山橋   兵庫 fuji11014 

羽子板橋  大阪 fuji27676 

羽室橋   栃木 fuji41647 

羽若橋   三重 fuji47890 

羽手越橋  長崎 fuji40318 

羽州街道陸橋 山形 fuji08927 

羽城橋   愛知 fuji06412 

羽場橋   秋田 fuji40776 

羽仁橋   岡山 fuji46559 

羽生川橋  埼玉 fuji15795 

羽生領用水橋 埼玉 fuji15796 

羽束師橋（←横内橋）  

京都 fuji12301 

羽村堰下橋 東京 fuji53040 

羽村橋 東京   fuji53480 

羽太橋   福島 fuji53475 

羽沢橋   岐阜 fuji15056 

羽沢橋   山梨 fuji44505 

羽地奥武橋 沖縄 fuji34125 

羽鳥橋   福島 fuji34291 

羽田橋   東京 fuji41220 

羽島大橋  岐阜 fuji43180 

羽伏橋   岡山 fuji25132 

羽淵橋   兵庫 fuji04281 

羽鮒橋（→芝川新橋）  

静岡 fuji11934 

羽鮒釣橋  静岡 fuji34935 

羽別当橋  長崎 fuji03360 

羽幌橋   北海 fuji11564 

羽毛山橋  長野 fuji03678 

羽毛川橋  群馬 fuji05687 

羽毛田橋  長野 fuji13858 

羽六学校橋 和歌 fuji34731 

羽六橋   和歌 fuji36131 

羽六出合橋 和歌 fuji47510 

羽六中学校橋 和歌 fuji35569 

迂遠川橋  北海 fuji51572 

迂遠別橋  北海 fuji40976 

雨煙別橋  北海 fuji30320 

雨煙別川橋 北海 fuji22823 

雨間橋（東秋留橋）  

東京 fuji29528 

雨宮橋   東京 fuji42897 

雨敬橋   山梨 fuji40088 

雨呼橋   群馬 fuji28245 

雨乞橋   徳島 fuji38334 

雨乞橋   富山 fuji12346 

雨降橋   福岡 fuji11465 

雨床橋   山梨 fuji53646 

雨城橋   千葉 fuji13641 

雨森橋   滋賀 fuji31708 

雨川橋   長野 fuji13859 

雨沢橋   山梨 fuji41859 

雨沢橋   静岡 fuji15174 

雨地橋   神奈 fuji23152 

雨池橋   新潟 fuji42724 

雨鳥橋   和歌 fuji49340 

雨田橋   愛知 fuji44530 

雨畑橋   山梨 fuji34345 

雨紛橋   北海 fuji39164 

雨鱒川水路橋 北海 fuji10972 

雨留井戸橋 山形 fuji26847 

雨竜橋   北海 fuji25627 

雨竜川橋  北海 fuji11534 

雨龍橋   北海 fuji07047 

卯の花橋  愛知 fuji11829 

卯の木橋  神奈 fuji41062 

卯原内四号橋 北海 fuji52657 

卯谷橋   熊本 fuji09189 

鵜の岩橋  滋賀 fuji31605 

鵜の橋   岡山 fuji29480 

鵜の首橋  愛知 fuji33518 

鵜の多尾下橋 香川 fuji24400 

鵜の多尾上橋 香川 fuji24399 

鵜の木橋  宮崎 fuji05956 

鵜苦五号橋 北海 fuji37536 

鵜苦二号橋 北海 fuji37535 

鵜苦六号橋 北海 fuji36696 

鵜原陸橋  千葉 fuji19306 

鵜戸橋   宮崎 fuji32280 

鵜戸橋   鹿児 fuji50835 

鵜坂橋   富山 fuji19643 

鵜飼橋   京都 fuji27296 

鵜飼橋   山梨 fuji15806 

鵜飼橋   石川 fuji02794 

鵜飼川橋  岡山 fuji16794 

鵜沼跨線橋 岐阜 fuji41010 

鵜杉橋   山形 fuji02911 

鵜杉川橋  山形 fuji14181 

鵜川橋   滋賀 fuji40595 

鵜川橋   秋田 fuji47785 

鵜川橋   新潟 fuji04494 

鵜川川橋  秋田 fuji40034 

鵜巣橋   和歌 fuji14990 

鵜島橋   宮崎 fuji12951 

鵜苫二号橋 北海 fuji38575 

鵜流橋   東京 fuji35522 

丑の橋   岩手 fuji41625 

丑ノ谷橋   三重 fuji22534 

丑ノ谷第一橋 三重 fuji48543 

丑沢架道橋 岩手 fuji38271 

碓氷橋   群馬 fuji23703 

碓氷川橋  群馬 fuji01082 

碓氷川橋（碓氷第三橋）  

群馬 fuji06776 

碓氷川橋（久芳橋）  

群馬 fuji01715 

碓氷第一橋（霧積川橋） 

 群馬 fuji06774 

碓氷第九橋 群馬 fuji06782 

碓氷第五橋 群馬 fuji06778 

碓氷第三橋（碓氷川橋）  

群馬 fuji06776 

碓氷第四橋 群馬 fuji06777 

碓氷第七橋 群馬 fuji06780 

碓氷第十一橋 群馬 fuji06784 

碓氷第十橋 群馬 fuji06783 

碓氷第十五橋 群馬 fuji06788 

碓氷第十三橋（中尾川橋）  

群馬 fuji06786 

碓氷第十四橋 群馬 fuji06787 

碓氷第十七橋 群馬 fuji06790 

碓氷第十二橋 群馬 fuji06785 

碓氷第十六橋 群馬 fuji06789 

碓氷第二橋 群馬 fuji06775 

碓氷第八橋 群馬 fuji06781 

碓氷第六橋 群馬 fuji06779 

臼井橋   新潟 fuji19772 

臼杵川橋  大分 fuji13889 

臼杵大橋  大分 fuji33556 

臼谷橋   北海 fuji41492 

臼谷川橋  北海 fuji19268 

臼田橋   長野 fuji03377 

渦井川橋  愛媛 fuji46490 

渦橋    山口 fuji00918 

嘘淵橋   大分 fuji48835 

唄の沢橋  栃木 fuji36018 

鰻川橋   岡山 fuji09929 

鰻沢橋   静岡 fuji27642 

姥ケ谷橋  埼玉 fuji08331 

姥久保高架橋 東京 fuji51021 

姥子川橋  愛知 fuji05012 

姥島橋   新潟 fuji18288 

姥堂橋   群馬 fuji41652 

姥堂川橋  福島 fuji13022 

姥又川橋  宮城 fuji13325 

姥范橋   青森 fuji00926 

姥萢橋   青森 fuji04308 

厩橋    熊本 fuji02860 

厩橋    群馬 fuji15118 

厩橋    東京 fuji02106 

厩大橋   埼玉 fuji07089 

浦・下の石橋（名桐橋）  

熊本 fuji01333 

浦の眼鏡橋 福岡 fuji15315 

浦ノ川橋   佐賀 fuji51712 

浦ん川橋  佐賀 fuji13993 

浦安橋   静岡 fuji02354 

浦安橋   東京 fuji29869 

浦安第二架道橋  

千葉 fuji53037 

浦井橋   北海 fuji35872 

浦河橋   大阪 fuji36608 

浦河橋   北海 fuji20475 

浦窪橋   鹿児 fuji20464 

浦戸橋   徳島 fuji36782 

浦佐橋（八色大橋）  

新潟 fuji44968 

浦佐跨線橋 新潟 fuji45160 

浦山川橋  愛媛 fuji37827 

浦山川橋  埼玉 fuji21842 

浦子内大橋 岩手 fuji24423 

浦宿橋   宮城 fuji33342 

浦上橋   長崎 fuji41795 

浦場橋   宮城 fuji02489 

浦尻橋   高知 fuji31247 

浦神内橋  北海 fuji48685 

浦川架道橋 静岡 fuji25728 

浦川橋   大阪 fuji24068 

浦第四橋  熊本 fuji08373 

浦第二橋  熊本 fuji08372 

浦添川橋  大分 fuji13996 

浦田橋   沖縄 fuji32731 

浦田橋   秋田 fuji42696 

浦田橋   青森 fuji53000 

浦田橋   東京 fuji07733 

浦田橋（吐合橋）  

鹿児 fuji14761 

浦島橋   東京 fuji16286 

浦島橋   福岡 fuji09180 

浦島橋   福岡 fuji14251 

浦島橋   北海 fuji31253 

浦島内橋  北海 fuji52729 

浦之段橋  和歌 fuji31712 

浦浜の大橋 岩手 fuji14873 

浦浜橋   岩手 fuji33866 

浦堀橋   東京 fuji04130 

浦幌橋   北海 fuji26762 

浦幌坂陸橋 北海 fuji23364 

浦幌川橋  北海 fuji09895 

浦門橋   山梨 fuji51977 

浦野橋   長野 fuji31140 



 １４ 

浦野原橋  広島 fuji25142 

浦野川橋  長野 fuji08847 

浦和架道橋 埼玉 fuji33120 

浦葭橋   滋賀 fuji32678 

瓜生橋   山口 fuji17466 

瓜島橋   静岡 fuji11935 

瓜内橋   静岡 fuji36408 

瓜破五号橋 大阪 fuji39637 

瓜破三号跨線橋  

大阪 fuji34510 

瓜幕橋   北海 fuji42201 

運河２号橋  北海 fuji45887 

運河橋   愛知 fuji24807 

運河橋   東京 fuji23709 

運河橋   北海 fuji09294 

運河第一橋（→高松橋）  

兵庫 fuji20738 

運炭線橋  群馬 fuji15793 

雲井橋   香川 fuji10135 

雲井橋   滋賀 fuji38169 

雲井橋   神奈 fuji06128 

雲井橋   長野 fuji26784 

雲井橋   兵庫 fuji27046 

雲下橋   広島 fuji50770 

雲興橋   大分 fuji05352 

雲渓橋   兵庫 fuji24092 

雲出橋   三重 fuji03619 

雲出川橋  三重 fuji06826 

雲出大橋  三重 fuji33845 

雲水峯大橋 福島 fuji37547 

雲雀丘架道橋 兵庫 fuji30406 

雲雀橋   東京 fuji32092 

雲生橋   新潟 fuji04985 

雲生橋   福井 fuji35411 

雲石橋   北海 fuji48666 

雲仙橋   東京 fuji36774 

雲津橋   兵庫 fuji21451 

雲別橋   北海 fuji49718 

雲別川橋  北海 fuji23682 

雲母橋   東京 fuji02746 

雲陽橋   大分 fuji23451 

雲霓橋   広島 fuji20759 

 

… エ … 
 

荏元橋   神奈 fuji51806 

荏原新橋  東京 fuji20329 

荏原第一高架橋  

神奈 fuji51060 

荏川橋   東京 fuji03288 

荏沢川橋  長野 fuji08679 

荏田第二高架橋  

神奈 fuji51743 

荏野橋   東京 fuji38130 

餌鳥橋架道橋 東京 fuji23975 

餌鳥町橋陸橋 東京 fuji24237 

餌島橋   東京 fuji24231 

営農橋   北海 fuji52750 

影松沢橋  山形 fuji50371 

影沼橋   福島 fuji09358 

影谷橋   徳島 fuji26714 

影路橋   福井 fuji49832 

映月橋   北海 fuji45058 

曳舟一橋  東京 fuji31886 

曳舟九橋  東京 fuji32346 

曳舟九小橋 東京 fuji32347 

曳舟五橋  東京 fuji31888 

曳舟七橋  東京 fuji31890 

曳舟川橋  東京 fuji22950 

曳舟川通り架道橋  

東京 fuji22951 

曳舟川道架道橋  

東京 fuji49979 

曳舟六橋  東京 fuji31889 

曳船橋   静岡 fuji51670 

曳船堀橋  東京 fuji22285 

曳田橋   鳥取 fuji44582 

曳野橋   鳥取 fuji05067 

栄一橋   福島 fuji37691 

栄海橋   長野 fuji14904 

栄学橋   岐阜 fuji41707 

栄久橋   岐阜 fuji05008 

栄久橋   山梨 fuji19862 

栄久橋   長野 fuji03702 

栄久橋   東京 fuji18771 

栄橋    愛知 fuji50585 

栄橋    愛媛 fuji04607 

栄橋    茨城 fuji17005 

栄橋    岡山 fuji03640 

栄橋    沖縄 fuji22724 

栄橋    岩手 fuji25543 

栄橋    岐阜 fuji21405 

栄橋    群馬 fuji11487 

栄橋    広島 fuji10601 

栄橋    香川 fuji09329 

栄橋    埼玉 fuji24894 

栄橋    山形 fuji03468 

栄橋    山口 fuji24394 

栄橋    鹿児 fuji51732 

栄橋    秋田 fuji33168 

栄橋    新潟 fuji34834 

栄橋    神奈 fuji01866 

栄橋    青森 fuji26735 

栄橋    静岡 fuji24998 

栄橋    石川 fuji33369 

栄橋    千葉 fuji29884 

栄橋    大阪 fuji17456 

栄橋    大分 fuji48824 

栄橋    長野 fuji01670 

栄橋    東京 fuji02538 

栄橋    栃木 fuji11186 

栄橋    福井 fuji07855 

栄橋    福島 fuji13531 

栄橋    兵庫 fuji36612 

栄橋    北海 fuji14865 

栄橋（→落合橋）  

静岡 fuji01926 

栄橋（←猿内橋）  

北海 fuji06069 

栄橋（←猿内橋）  

北海 fuji17511 

栄橋（←港橋） 岐阜 fuji42420 

栄橋（←和田橋） 

 新潟 fuji46173 

栄橋（金井橋） 福井 fuji01674 

栄橋水管橋 広島 fuji21886 

栄源寺橋  宮崎 fuji26351 

栄光橋   東京 fuji49260 

栄光橋   北海 fuji49676 

栄山寺橋  奈良 fuji42015 

栄寿橋   新潟 fuji46157 

栄昌橋   兵庫 fuji06744 

栄松橋   大阪 fuji28077 

栄進橋   北海 fuji41833 

栄盛橋   宮城 fuji08449 

栄石橋   北海 fuji40925 

栄川橋   北海 fuji23681 

栄代橋   新潟 fuji04783 

栄町架道橋 福岡 fuji10239 

 

栄町二丁目架道橋  

福岡 fuji10238 

栄町陸橋  東京 fuji49819 

栄田橋   福岡 fuji15501 

栄福橋   北海 fuji38882 

栄保橋   高知 fuji03357 

栄萌橋   北海 fuji49562 

栄野橋   北海 fuji42089 

栄利橋   茨城 fuji13120 

栄緑橋   東京 fuji21691 

栄和橋   北海 fuji37919 

永愛橋(→愛別橋)  

北海 fuji07979 

永安橋   岡山 fuji03351 

永安橋   鹿児 fuji08767 

永安橋   静岡 fuji20355 

永安橋（抱真橋）  

鹿児 fuji01218 

永井橋   岩手 fuji40190 

永井橋   宮城 fuji49763 

永井橋   群馬 fuji34275 

永井橋   埼玉 fuji26891 

永井橋（長井橋）  

山形 fuji04112 

永井手橋  佐賀 fuji08606 

永楽橋   兵庫 fuji21210 

永喜橋   東京 fuji01987 

永喜橋   北海 fuji42298 

永吉橋   鹿児 fuji04461 

永吉川橋  鹿児 fuji13448 

永久井野橋 宮崎 fuji20816 

永久橋   愛知 fuji53339 

永久橋   茨城 fuji19034 

永久橋   岐阜 fuji09774 

永久橋   群馬 fuji07834 

永久橋   香川 fuji03355 

永久橋   鹿児 fuji00857 

永久橋   青森 fuji04941 

永久橋   大阪 fuji27939 

永久橋   東京 fuji02098 

永久橋   福島 fuji03721 

永久橋   兵庫 fuji01243 

永久橋（→嘉永橋）  

兵庫 fuji01427 

永久橋（→青柳橋）  

福島 fuji40708 

永久橋（←大橋）  

群馬 fuji04751 

永休橋   北海 fuji49179 

永宮橋   北海 fuji46888 

永居橋   東京 fuji02325 

永慶寺橋  広島 fuji22394 

永原橋   静岡 fuji52582 

永原橋   大分 fuji22730 

永江橋   鹿児 fuji16590 

永江川橋  鳥取 fuji10696 

永才橋   神奈 fuji08830 

永歳橋（落合橋）  

神奈 fuji22667 

永坂橋   愛媛 fuji34097 

永山橋   熊本 fuji01084 

永山橋   鹿児 fuji19195 

永山橋   北海 fuji15197 

永山橋（←光岸寺橋）  

北海 fuji10017 

永山跨線橋 北海 fuji43361 

永寿橋   大阪 fuji20150 

永寿橋（→和南津橋）  

新潟 fuji02236 

永昌橋   山形 fuji04023 

永神橋   大阪 fuji43644 

永世橋   大分 fuji02601 

永世橋（→郡界橋）  

新潟 fuji02789 

永瀬橋   鹿児 fuji20655 

永生橋   新潟 fuji02792 

永盛橋   新潟 fuji06712 

永盛橋   東京 fuji22276 

永盛橋   福島 fuji37087 

永川橋   熊本 fuji25430 

永泉寺橋  佐賀 fuji32996 

永続橋   静岡 fuji11524 

永代橋   愛知 fuji39516 

永代橋   愛媛 fuji01090 

永代橋   茨城 fuji19500 

永代橋   岡山 fuji11869 

永代橋   宮崎 fuji36145 

永代橋   京都 fuji17448 

永代橋   熊本 fuji09817 

永代橋   広島 fuji00354 

永代橋   香川 fuji00436 

永代橋   高知 fuji10606 

永代橋   埼玉 fuji18977 

永代橋   山口 fuji00991 

永代橋   山梨 fuji15931 

永代橋   新潟 fuji05241 

永代橋   静岡 fuji18796 

永代橋   大分 fuji03710 

永代橋   長野 fuji02347 

永代橋   東京 fuji00526 

永代橋   富山 fuji29226 

永代橋   福岡 fuji29447 

永代橋   兵庫 fuji49332 

永代橋   北海 fuji31404 

永代橋   和歌 fuji10835 

永代橋（→春日橋）  

兵庫 fuji01651 

永代橋（→鶴寿橋）  

青森 fuji09690 

永代橋（←中央橋）  

北海 fuji34818 

永代橋（←入船橋）  

静岡 fuji08575 

永代橋（柿木島橋）  

長野 fuji01499 

永代橋（重宝橋）  

長野 fuji01499 

永代橋（鶴寿橋）  

青森 fuji06842 

永代橋（入船橋）  

静岡 fuji04390 

永代橋（万年橋）  

長野 fuji01499 

永沢町第一架道橋  

兵庫 fuji22099 

永沢町第二架道橋  

兵庫 fuji23016 

永谷川橋  山口 fuji34444 

永田屋橋  広島 fuji44597 

永田橋   宮崎 fuji09506 

永田橋   鹿児 fuji01548 

永田橋   大阪 fuji35059 

永田橋   東京 fuji32338 

永田橋   福島 fuji13629 

永田小橋  大阪 fuji41886 

永田新橋  大阪 fuji40752 

永田川橋  鹿児 fuji22178 

永田大橋  大阪 fuji42254 

永徳屋橋  埼玉 fuji40207 

永徳橋（日大橋）  

福島 fuji44846 

永農橋   北海 fuji49588 

永尾橋   鹿児 fuji48992 

永富跨線橋 岡山 fuji22145 

永福寺の橋 神奈 fuji00053 

永平橋   愛媛 fuji11677 

永平橋   鹿児 fuji01375 

永平橋   北海 fuji03739 



 １５ 

永平寺川橋 福井 fuji17932 

永保橋（→芦屋川橋）  

兵庫 fuji43299 

永保橋）   兵庫 fuji43299 

永保寺無際橋 岐阜 fuji50865 

永本橋   東京 fuji03565 

永野橋   宮城 fuji03785 

永野橋   高知 fuji16528 

永野川橋  栃木 fuji21007 

永野田橋  鹿児 fuji46518 

永隆橋   北海 fuji23896 

頴田橋   福岡 fuji30540 

英橋    広島 fuji07936 

英橋    埼玉 fuji33734 

英橋    東京 fuji02768 

英橋    北海 fuji28426 

英比川橋  愛知 fuji05018 

衛門橋   大阪 fuji21205 

詠帰橋   群馬 fuji30930 

疫神谷川橋 岡山 fuji17982 

益安橋   宮崎 fuji49425 

益見橋   岐阜 fuji18209 

益原架道橋 岡山 fuji16795 

益城橋（←軍神橋）  

熊本 fuji30869 

益生跨線橋 三重 fuji21160 

益田橋   岐阜 fuji16512 

益田新大橋 島根 fuji46452 

益田川橋  島根 fuji16772 

益田大橋  島根 fuji01327 

 

益田第一避溢橋  

島根 fuji16769 

益田第三避溢橋 

 島根 fuji16771 

益田第四避溢橋  

島根 fuji16773 

益田第二避溢橋  

島根 fuji16770 

駅館川橋  大分 fuji12066 

駅具橋   岡山 fuji47717 

駅前（大）橋 広島 fuji25491 

駅前橋   群馬 fuji26886 

駅前橋   広島 fuji22571 

駅前橋   大阪 fuji28679 

駅前橋   福岡 fuji24196 

駅中橋   福島 fuji28578 

駅南橋   岐阜 fuji40563 

駅路橋   宮城 fuji02701 

越井手橋  福岡 fuji40311 

越河跨線橋 福島 fuji49068 

越橋    長野 fuji04165 

越渓橋   滋賀 fuji12837 

越原橋（西野屋橋）  

岐阜 fuji08635 

越戸橋   宮城 fuji02503 

越戸橋   神奈 fuji20712 

越戸橋   長野 fuji34837 

越戸橋   東京 fuji03882 

越後橋   徳島 fuji16413 

越溝架道橋 兵庫 fuji02167 

越佐橋   岐阜 fuji40107 

越場橋   神奈 fuji48524 

越新橋   岐阜 fuji53805 

越川橋   福島 fuji34801 

越川橋   北海 fuji23661 

越川大橋  三重 fuji46649 

越前橋   京都 fuji17939 

越前橋   高知 fuji27110 

越前橋   北海 fuji21904 

越前堀橋  東京 fuji07840 

越沢橋   岐阜 fuji50717 

越谷架道橋 埼玉 fuji49813 

越知面橋  高知 fuji11993 

越地橋   福井 fuji35752 

越智橋   高知 fuji20902 

越中橋   大阪 fuji02008 

越中川橋  島根 fuji17040 

越中島橋  東京 fuji02116 

越中紋別橋 北海 fuji16963 

越峠跨線橋 島根 fuji46453 

越内橋   和歌 fuji35810 

越波橋   岐阜 fuji36512 

越畑沢橋  長野 fuji12151 

越美北線跨線橋  

福井 fuji51665 

越表橋   宮崎 fuji26354 

越辺川橋  埼玉 fuji16606 

越方橋   京都 fuji23223 

越木岩橋  兵庫 fuji32588 

越木橋   長野 fuji06043 

越野尾橋  宮崎 fuji31349 

越路橋   新潟 fuji38724 

越路橋   北海 fuji37601 

越路橋（→霊屋橋）  

宮城 fuji13711 

越溪橋   滋賀 fuji52398 

榎浦橋   広島 fuji25138 

榎橋    愛媛 fuji32862 

榎橋    茨城 fuji27834 

榎橋    京都 fuji14628 

榎橋    群馬 fuji01212 

榎橋    神奈 fuji29217 

榎橋    大阪 fuji52947 

榎橋    長崎 fuji06209 

榎橋    島根 fuji38330 

榎橋    徳島 fuji26717 

榎橋（榎坂跨線橋）  

大阪 fuji34442 

榎戸橋（→小泉橋）  

神奈 fuji00583 

榎坂橋   大阪 fuji43990 

榎坂跨線橋（榎橋）  

大阪 fuji34442 

榎坂高架橋 大阪 fuji53108 

榎瀬橋   徳島 fuji30957 

榎瀬北七号橋 徳島 fuji35601 

榎谷戸橋  神奈 fuji50465 

榎津橋   長崎 fuji00373 

榎津橋（→賑橋）  

長崎 fuji00938 

榎釣橋   大分 fuji28541 

榎田橋   宮崎 fuji51336 

榎田橋   大分 fuji49414 

榎堂橋   神奈 fuji27864 

榎並第一架道橋  

大阪 fuji24751 

榎並第二架道橋  

大阪 fuji24752 

榎堀橋   新潟 fuji17306 

榎本橋   東京 fuji01790 

榎本大橋（→放出大橋）  

大阪 fuji14073 

榎木橋   大阪 fuji32585 

榎木橋   福島 fuji09027 

榎木川橋  長崎 fuji09814 

榎木段橋  鹿児 fuji22471 

榎木避溢橋 山形 fuji13349 

榎林橋   青森 fuji04051 

円月橋   東京 fuji00369 

円光寺橋  兵庫 fuji07326 

円座橋   香川 fuji19606 

円山橋   北海 fuji33814 

円山川橋  兵庫 fuji11981 

円山川橋  北海 fuji48872 

円山川橋（鶴岡橋） 

 兵庫 fuji21208 

円山大橋  兵庫 fuji22095 

円照寺高架橋 神奈 fuji51745 

円城寺橋  岐阜 fuji52480 

円川橋   山梨 fuji41858 

円谷橋   鳥取 fuji32840 

円長寺橋  東京 fuji35919 

円通橋   岐阜 fuji17675 

円通橋   京都 fuji01492 

円通寺橋  鳥取 fuji04597 

円通寺橋（布袋橋）  

鳥取 fuji01881 

円度川橋  京都 fuji08103 

円徳院橋  三重 fuji05027 

円淵橋   福島 fuji40785 

円平橋   新潟 fuji39621 

円妙寺橋  京都 fuji02397 

円明橋   大阪 fuji27434 

円明寺高架橋 京都 fuji43293 

園原橋   群馬 fuji09481 

園子谷橋  熊本 fuji10952 

園樹橋   京都 fuji05897 

園瀬橋   徳島 fuji06419 

園生橋   北海 fuji33859 

園生高架橋 千葉 fuji52843 

園台寺川橋 熊本 fuji06378 

園坪橋   大阪 fuji19426 

園田橋   鹿児 fuji01293 

園田橋   大分 fuji03671 

園田橋   兵庫 fuji33087 

園田高架橋 兵庫 fuji43903 

園部川橋  茨城 fuji18574 

園部大橋  京都 fuji10828 

園木橋   熊本 fuji03994 

堰の上橋  東京 fuji39222 

堰の前橋  神奈 fuji28616 

堰下橋   宮城 fuji02303 

堰口橋第一橋 神奈 fuji52872 

堰口橋第二橋 神奈 fuji52873 

堰根橋   秋田 fuji49061 

堰沢橋   静岡 fuji51069 

堰堤橋   徳島 fuji31063 

堰堤橋   北海 fuji43373 

延案橋   岡山 fuji32846 

延喜橋   長野 fuji06725 

延寿橋   福岡 fuji17735 

延生軒橋  徳島 fuji23439 

延長堀橋  栃木 fuji22881 

延平橋   広島 fuji39639 

延命橋   佐賀 fuji04422 

延命橋   島根 fuji35819 

延命寺架道橋 徳島 fuji29783 

延命寺橋  神奈 fuji53424 

延命寺前石橋 静岡 fuji26488 

沿岸橋   北海 fuji48182 

炎橋    北海 fuji46097 

燕橋    新潟 fuji05517 

燕橋    新潟 fuji47093 

燕第一橋  長野 fuji23761 

燕第二橋  長野 fuji23762 

燕沢跨線橋 宮城 fuji52795 

燕沢跨道橋 宮城 fuji52796 

猿ケ京橋  群馬 fuji04346 

猿ケ石川橋  岩手 fuji01081 

猿の子沢橋 静岡 fuji35539 

猿楽橋   東京 fuji25808 

猿間川橋  北海 fuji17823 

猿久保橋  長野 fuji11812 

猿橋    山梨 fuji00010 

猿橋    長野 fuji04374 

猿橋開渠  香川 fuji12529 

猿橋橋   山梨 fuji52327 

猿橋水路橋（第一号水路橋） 

 山梨 fuji12372 

猿興橋   三重 fuji49858 

猿江橋   東京 fuji00716 

猿骨橋   北海 fuji36296 

猿子橋   愛知 fuji21171 

猿子橋   三重 fuji23220 

猿子橋   東京 fuji02551 

猿子橋   徳島 fuji36625 

猿飼橋   徳島 fuji32451 

猿飼橋   奈良 fuji30895 

猿取橋   群馬 fuji49968 

猿瀬橋   宮崎 fuji36650 

猿沢橋   神奈 fuji42044 

猿沢橋   長野 fuji11739 

猿跳橋   新潟 fuji35133 

猿跳橋   北海 fuji21667 

猿田川橋  秋田 fuji09556 

猿渡橋   岐阜 fuji34925 

猿渡橋   広島 fuji19587 

猿渡橋   神奈 fuji29655 

猿渡橋   大分 fuji19883 

猿渡橋   福岡 fuji19164 

猿渡川橋  愛知 fuji05418 

猿投橋   愛知 fuji36269 

猿内橋（→栄橋）  

北海 fuji06069 

猿飛橋   岐阜 fuji40247 

猿尾橋   福岡 fuji21497 

猿福橋   東京 fuji04135 

猿払川橋  北海 fuji15370 

猿別橋   北海 fuji06841 

猿別川橋  北海 fuji10215 

猿辺橋   青森 fuji02465 

猿法師橋  三重 fuji07185 

猿木橋   鹿児 fuji40450 

猿留橋   北海 fuji35004 

猿猴橋   広島 fuji02587 

猿猴橋水管橋 広島 fuji26537 

猿猴川橋  広島 fuji07064 

薗原橋   群馬 fuji46568 

薗部橋   茨城 fuji39340 

遠賀橋   福岡 fuji14705 

遠賀川架道橋 福岡 fuji37490 

遠賀川橋  福岡 fuji06280 

遠賀川水管橋 福岡 fuji44842 

遠久原橋  大分 fuji30872 

遠軽橋   北海 fuji25595 

遠軽跨線橋 北海 fuji48472 

遠見橋   和歌 fuji07417 

遠江橋   東京 fuji02757 

遠国橋   北海 fuji36551 

遠山川橋  山形 fuji18963 

遠山川橋  長野 fuji08256 

遠所橋   埼玉 fuji46335 

遠石川橋  山口 fuji19597 

遠浅川橋  北海 fuji53219 

遠鉄橋   静岡 fuji53328 

遠田橋   宮城 fuji03798 

遠田橋   鹿児 fuji44176 

遠田橋   島根 fuji34595 

遠田川橋  島根 fuji16768 

遠登志橋  愛媛 fuji10184 

遠藤橋   静岡 fuji04924 

遠藤橋   福島 fuji39465 

遠富内橋（誉平橋）  

北海 fuji19801 

遠敷橋   福井 fuji14053 

遠敷川橋  福井 fuji14889 

遠別橋   北海 fuji16153 



 １６ 

遠別川橋  北海 fuji24654 

遠幌橋   北海 fuji32886 

遠野川橋  北海 fuji19275 

遠里小野橋 大阪 fuji22088 

鉛山橋   和歌 fuji45487 

鉛川橋   北海 fuji53243 

鉛川大橋  北海 fuji45027 

鉛川林道橋 北海 fuji46896 

塩ノ岐川橋  福島 fuji08072 

塩の江橋  香川 fuji22720 

塩ノ瀬橋（→和合橋）  

宮城 fuji13712 

塩の前橋  山梨 fuji41852 

塩ばみ橋  岐阜 fuji32371 

塩井戸橋  千葉 fuji11955 

塩屋眼鏡橋 熊本 fuji01419 

塩屋橋   岐阜 fuji05612 

塩屋橋   熊本 fuji08374 

塩屋橋   香川 fuji04415 

塩屋橋   大分 fuji27136 

塩屋橋   福岡 fuji18901 

塩屋橋   兵庫 fuji03458 

塩屋川橋  香川 fuji20542 

塩屋川橋  兵庫 fuji22485 

塩屋川橋  和歌 fuji13061 

塩屋大橋  沖縄 fuji43171 

塩屋大橋  石川 fuji27622 

塩屋第一橋 熊本 fuji08375 

塩屋第三橋 熊本 fuji08377 

塩屋第四橋 熊本 fuji08378 

塩屋第二橋 熊本 fuji08376 

塩海橋   神奈 fuji19526 

塩釜魚市場線橋  

宮城 fuji47052 

塩釜橋   北海 fuji45574 

塩郷橋   静岡 fuji22980 

塩郷小橋  静岡 fuji22981 

塩見橋   宮崎 fuji02603 

塩見大橋  宮崎 fuji44654 

塩見渡橋  静岡 fuji39677 

塩原橋   熊本 fuji45473 

塩原橋   東京 fuji20683 

塩原橋   福岡 fuji17416 

塩呼橋   三重 fuji18294 

塩江橋   香川 fuji09809 

塩根橋   山形 fuji03464 

塩根川橋  山形 fuji09904 

塩坂橋（→藤江橋）  

福島 fuji13513 

塩坂橋（現・藤江橋）  

福島 fuji09302 

塩小路橋  京都 fuji20271 

塩上橋   岐阜 fuji34930 

塩尻避溢橋   fuji46395 

塩水橋   神奈 fuji41511 

塩成橋   愛媛 fuji30056 

塩川橋   岡山 fuji14914 

塩川橋   山梨 fuji09568 

塩川橋   神奈 fuji32151 

塩川橋   福島 fuji09905 

塩倉橋   富山 fuji33213 

塩沢橋   群馬 fuji44299 

塩沢橋   山梨 fuji40240 

塩沢橋   福島 fuji12577 

塩沢川橋  山梨 fuji27253 

塩沢川橋  福島 fuji37008 

塩谷橋   岐阜 fuji46370 

塩谷橋   奈良 fuji36121 

塩谷川橋  北海 fuji13899 

塩津川橋  愛知 fuji23774 

塩津大橋  滋賀 fuji38016 

塩坪橋   福島 fuji41983 

塩田（八天神社）眼鏡橋  

佐賀 fuji01415 

塩田橋   茨城 fuji20567 

塩田橋   岐阜 fuji37230 

塩田橋   千葉 fuji38848 

塩田橋   栃木 fuji28123 

塩田橋   奈良 fuji32258 

塩田橋   兵庫 fuji27952 

塩田橋（←下川原橋）  

佐賀 fuji09453 

塩田跨線橋 神奈 fuji19971 

塩田川橋  岡山 fuji23032 

塩田川橋  佐賀 fuji21896 

塩田川橋  千葉 fuji12458 

塩田川橋  福島 fuji22876 

塩田陸橋  神奈 fuji20920 

塩入橋   香川 fuji43929 

塩之瀬橋  群馬 fuji46143 

塩柏橋   大分 fuji35631 

塩畑堂橋  群馬 fuji21745 

塩尾橋   神奈 fuji21613 

塩俵橋   新潟 fuji36721 

塩浜橋   鹿児 fuji31826 

塩浜跨線橋 神奈 fuji47207 

塩付橋   宮崎 fuji30575 

塩淵沢橋  長野 fuji12150 

塩平橋   群馬 fuji31415 

塩幌橋   北海 fuji36918 

塩民橋   神奈 fuji21749 

塩名（那）橋 栃木 fuji44892 

 

塩名田橋（→中津橋）  

長野 fuji00615 

塩名田橋（千曲川の橋）  

長野 fuji00659 

塩名田橋（中津橋）  

長野 fuji11070 

塩野橋   奈良 fuji33674 

塩野神社太鼓橋  

長野 fuji00893 

塩湧橋   栃木 fuji36792 

塩留橋   神奈 fuji32568 

塩浪橋   宮城 fuji41192 

塩渕橋   千葉 fuji42891 

 

… オ … 
 

於近橋   北海 fuji41157 

於古川橋  石川 fuji44487 

於札橋   北海 fuji36983 

於札内橋  北海 fuji41977 

於将真布橋 北海 fuji46886 

於石橋   京都 fuji09991 

於仙橋   京都 fuji53842 

於染岩橋  大分 fuji44380 

於比野橋  岐阜 fuji24972 

央橋    茨城 fuji09882 

央橋    岐阜 fuji26420 

奥サンル橋  北海 fuji41322 

奥の口橋  長崎 fuji18458 

奥ノ沢橋   三重 fuji49862 

奥ノ沢橋（→悪谷橋） 

 三重 fuji49862 

奥の谷橋  大阪 fuji23480 

奥の田橋  神奈 fuji37556 

奥屋敷橋  静岡 fuji16889 

奥岳川橋  大分 fuji16275 

奥潟橋   徳島 fuji30439 

奥久慈橋  茨城 fuji39000 

奥漁川橋  北海 fuji47028 

奥郷平橋  岐阜 fuji53812 

奥戸橋   東京 fuji13648 

奥戸新橋  東京 fuji41003 

奥戸川橋  青森 fuji10034 

奥香落橋  奈良 fuji28709 

奥高橋   北海 fuji50844 

奥坂橋   兵庫 fuji15699 

奥崎橋   鹿児 fuji37504 

奥山橋   岡山 fuji28890 

奥山橋   香川 fuji07332 

奥山橋   静岡 fuji26041 

奥山橋   長崎 fuji14735 

奥山橋   北海 fuji47047 

奥士別橋  北海 fuji46811 

奥鹿教湯橋 長野 fuji47686 

奥首橋   沖縄 fuji10391 

奥十綱橋  福島 fuji38680 

奥十勝橋  北海 fuji40341 

奥出橋   大阪 fuji20149 

奥所橋   福井 fuji50706 

奥鐘橋   富山 fuji41941 

奥尻橋   北海 fuji45573 

奥新冠橋  北海 fuji39889 

奥川橋   東京 fuji04140 

奥川橋   福島 fuji09029 

奥泉橋(川根路橋)  

静岡 fuji42046 

奥村橋   大阪 fuji16238 

奥多摩橋  東京 fuji29514 

奥多摩大橋 東京 fuji49478 

奥沢橋   東京 fuji21064 

奥沢橋   北海 fuji51194 

奥沢橋（鎧橋） 東京 fuji13130 

奥谷一号橋 香川 fuji53708 

奥谷橋   愛媛 fuji30701 

奥谷橋   香川 fuji46241 

奥谷二号橋 香川 fuji53709 

奥竹ケ谷橋  徳島 fuji35587 

奥中の沢橋 北海 fuji40936 

奥津橋   岡山 fuji27768 

奥津橋   三重 fuji27286 

奥田橋   岐阜 fuji34051 

奥田橋   群馬 fuji30611 

奥田橋   大阪 fuji51466 

奥田橋   富山 fuji24009 

奥島橋   北海 fuji45520 

奥瀞橋   和歌 fuji39718 

奥南橋   愛媛 fuji19008 

奥南橋   静岡 fuji32247 

奥入瀬橋  青森 fuji08058 

奥入瀬川橋 青森 fuji06389 

奥之沢橋  神奈 fuji20578 

奥馬路谷川橋 京都 fuji21176 

奥畑橋   大分 fuji46016 

奥姫橋   静岡 fuji20351 

奥武橋   沖縄 fuji28973 

奥米橋   千葉 fuji33652 

奥幌尻橋  北海 fuji49654 

奥奔仁橋  北海 fuji44239 

奥門の端橋 大阪 fuji02401 

奥野橋   香川 fuji47527 

奥野橋   北海 fuji28825 

奥野川橋  愛媛 fuji53524 

奥矢作橋  岐阜 fuji48785 

奥有熊橋  京都 fuji38597 

奥梠橋   宮崎 fuji34311 

往下橋   新潟 fuji44312 

往還下橋  宮城 fuji02510 

往還橋   宮城 fuji04079 

往還橋   山梨 fuji00930 

往還橋   新潟 fuji01179 

往古橋   三重 fuji06966 

往古川橋  三重 fuji45180 

往来橋   新潟 fuji41225 

往来橋川橋 岡山 fuji06315 

応化橋   石川 fuji07854 

応化橋（府中大橋）  

新潟 fuji00093 

押ケ谷橋  広島 fuji50771 

押の木橋  大分 fuji45821 

押越橋   岐阜 fuji40402 

押手橋   岐阜 fuji41397 

押手沢橋  埼玉 fuji21844 

押出橋   長野 fuji04379 

押出川橋  山梨 fuji30088 

押小路橋  京都 fuji29892 

押上橋   東京 fuji23464 

押切橋   宮崎 fuji17601 

押切橋   埼玉 fuji15221 

押切橋   山形 fuji46311 

押切橋   新潟 fuji05861 

押切橋   神奈 fuji03023 

押切橋   静岡 fuji12287 

押切橋   栃木 fuji28586 

押切川橋  山形 fuji08978 

押切川橋  神奈 fuji45144 

押切川橋  福島 fuji07303 

押切大橋  山形 fuji49234 

押川橋   茨城 fuji25838 

押帯第一号橋 北海 fuji13497 

押帯第二号橋 北海 fuji13498 

押沢橋   山形 fuji18743 

押谷橋   岡山 fuji21245 

押白志橋  北海 fuji53560 

押淵橋   三重 fuji33380 

押堀橋   埼玉 fuji30031 

押堀川水道橋 新潟 fuji16882 

押又橋   岐阜 fuji51990 

押野橋   高知 fuji50304 

押立架道橋   fuji43577 

横井橋   香川 fuji31456 

横井避溢橋 静岡 fuji53500 

横雲橋   新潟 fuji02333 

横越橋   福井 fuji12136 

横河原橋  愛媛 fuji15262 

横河川橋  長野 fuji05195 

横幹橋   群馬 fuji50378 

横澗橋   北海 fuji50148 

横関橋   滋賀 fuji00719 

横関川橋  岡山 fuji06342 

横牛橋   北海 fuji23368 

横共橋   鹿児 fuji17604 

横橋    静岡 fuji23193 

横橋第一橋 愛媛 fuji30702 

横郷大沢橋 静岡 fuji22983 

横見橋   石川 fuji24255 

横江橋     fuji19691 

横根橋   山形 fuji51235 

横砂川橋  青森 fuji06383 

横山橋   岐阜 fuji28269 

横山橋   宮城 fuji45897 

横山橋   三重 fuji32250 

横山橋   静岡 fuji26421 

横山橋   長崎 fuji38349 

横山橋   東京 fuji38584 

横山跨線橋 岡山 fuji20617 

横子橋   岐阜 fuji30595 

横市川橋  宮崎 fuji12950 

横市第二避溢橋  

宮崎 fuji12949 

横手の吊り橋（高麗橋）  

埼玉 fuji08952 

横手橋   宮城 fuji44263 

横手橋   群馬 fuji25949 

横手橋   福岡 fuji17112 

横手川橋  秋田 fuji45114 



 １７ 

横手第一跨線橋  

秋田 fuji48328 

横手第二跨線橋 

 秋田 fuji48329 

横小路橋  福岡 fuji43687 

横須賀小橋 愛知 fuji18801 

横須賀大橋 愛知 fuji19559 

横須賀陸橋 神奈 fuji40536 

横吹橋   神奈 fuji52342 

横瀬橋   岐阜 fuji12365 

横瀬橋   埼玉 fuji53623 

横瀬橋   鹿児 fuji08652 

横瀬橋   徳島 fuji10603 

横瀬川橋  埼玉 fuji13272 

横石橋   徳島 fuji16065 

横川橋   宮崎 fuji20654 

横川橋   宮城 fuji02706 

横川橋   群馬 fuji02997 

横川橋   広島 fuji02373 

横川橋   新潟 fuji37022 

横川橋   東京 fuji14036 

横川橋   徳島 fuji27088 

横川橋   福島 fuji13014 

横川新橋  広島 fuji27445 

横川川橋  長野 fuji16617 

横前橋   宮城 fuji31277 

横曽根橋  岐阜 fuji16008 

横倉沢橋  長野 fuji47854 

横打橋   神奈 fuji47470 

横大路跨線橋 京都 fuji47120 

横滝橋   北海 fuji42665 

横沢橋   岩手 fuji36705 

横沢橋   群馬 fuji47454 

横沢橋   山形 fuji50368 

横沢橋   青森 fuji02457 

横沢橋   長野 fuji26025 

横谷橋   岐阜 fuji38160 

横谷橋   鹿児 fuji44656 

横谷橋   福井 fuji30807 

横谷川橋  兵庫 fuji35563 

横町橋   秋田 fuji37389 

横町橋   鳥取 fuji30048 

横町大平線一号橋   

栃木 fuji12377 

横堤橋   大阪 fuji25750 

横田橋   愛媛 fuji44159 

横田橋   京都 fuji10829 

横田橋   山梨 fuji42920 

横田橋   滋賀 fuji06976 

横田橋   鳥取 fuji44585 

横田橋   島根 fuji06197 

横田橋   富山 fuji17437 

横田尻陸橋 山形 fuji16204 

横田新大橋 島根 fuji53369 

横田川橋  岡山 fuji06345 

横田川橋  佐賀 fuji06207 

横田川橋  滋賀 fuji06530 

横田川橋  島根 fuji16777 

横田避溢橋 島根 fuji17045 

横土井橋    fuji13389 

横藤橋   鳥取 fuji27318 

横道橋   広島 fuji30790 

横道橋   秋田 fuji11273 

横道沢橋  静岡 fuji36728 

横内下橋  愛媛 fuji34762 

横内橋   香川 fuji20524 

横内橋   山形 fuji42142 

横内橋   静岡 fuji41319 

横内橋（→羽束師橋）  

京都 fuji12301 

横畑橋   大分 fuji11268 

横畑橋   徳島 fuji34966 

横尾下橋  愛媛 fuji30700 

横尾橋     fuji36900 

横浜黄金町間高架橋  

神奈 fuji23315 

横浜橋   神奈 fuji07556 

横浜橋   青森 fuji11365 

横浜第一高架橋 

神奈 fuji20482 

横峰橋   徳島 fuji26431 

横堀跨線橋橋 秋田 fuji48327 

横堀川橋  秋田 fuji10220 

横磨小橋  三重 fuji31446 

横枕橋   広島 fuji44601 

横枕橋   長崎 fuji03948 

横網橋架道橋 東京 fuji23716 

横網町橋陸橋 東京 fuji24252 

横目橋   岡山 fuji49362 

横野橋   熊本 fuji22428 

横野大橋  宮崎 fuji42295 

横利根橋  千葉 fuji31871 

横林第一橋 徳島 fuji08343 

横路橋   広島 fuji31567 

横繩橋   京都 fuji16892 

王ノ瀬川橋  大分 fuji13440 

王橋    愛知 fuji32746 

王橋    兵庫 fuji20394 

王子橋   宮崎 fuji37157 

王子橋   京都 fuji04456 

王子橋   香川 fuji05580 

王子橋   高知 fuji53383 

王子橋   鹿児 fuji47408 

王子橋   大分 fuji04255 

王子橋   福島 fuji26251 

王子橋   兵庫 fuji34520 

王子橋   北海 fuji42313 

王子橋   和歌 fuji07593 

王子橋（←富士橋）  

北海 fuji28140 

王子橋（新） 京都 fuji52939 

王子跨線橋 奈良 fuji30186 

王子川橋  大阪 fuji24747 

王子大橋  東京 fuji23719 

王寺橋   兵庫 fuji43718 

王洲橋   東京 fuji12243 

王盛橋   北海 fuji45049 

王滝川取水口連絡橋  

長野 fuji40853 

王泊橋   広島 fuji28984 

王余魚谷橋 徳島 fuji18408 

翁橋    岡山 fuji18842 

翁橋    広島 fuji27077 

翁橋    新潟 fuji44318 

翁橋    神奈 fuji02447 

翁橋    奈良 fuji27971 

翁川橋   静岡 fuji35371 

翁淵橋   岩手 fuji40990 

鴎橋    新潟 fuji43605 

鴎橋    神奈 fuji20713 

鴎橋    大阪 fuji19424 

鴎橋    東京 fuji32561 

黄臼内沢橋 北海 fuji40178 

黄金橋   広島 fuji48131 

黄金橋   神奈 fuji01831 

黄金橋   青森 fuji02073 

黄金橋   大阪 fuji28287 

黄金橋   長崎 fuji13995 

黄金橋   東京 fuji07839 

黄金橋   徳島 fuji46481 

黄金橋   北海 fuji01912 

黄金跨線橋 愛知 fuji48144 

黄金沢橋  北海 fuji40023 

黄金町高架橋 神奈 fuji22453 

黄瀬橋   滋賀 fuji45505 

黄瀬川橋  静岡 fuji00689 

黄瀬川大橋 静岡 fuji32572 

黄川橋   岐阜 fuji25333 

黄門橋   石川 fuji31640 

黄柳橋   愛知 fuji06523 

黄鵲橋   秋田 fuji08145 

岡ノ宮架道橋   fuji45378 

岡の谷橋  徳島 fuji37266 

岡の本橋  和歌 fuji30351 

岡ビル橋  岡山 fuji34603 

岡益橋   鳥取 fuji24112 

岡堰橋   茨城 fuji31079 

岡橋    愛媛 fuji18196 

岡橋    静岡 fuji16395 

岡橋    大分 fuji44651 

岡橋    長崎 fuji04862 

岡橋    徳島 fuji13490 

岡橋    福岡 fuji19617 

岡見川橋  島根 fuji16761 

岡元橋   鹿児 fuji43051 

岡坂橋   和歌 fuji27440 

岡崎橋   広島 fuji18847 

岡崎橋   兵庫 fuji46414 

岡崎橋（吹屋橋）  

大阪 fuji00151 

岡山橋   岐阜 fuji31441 

岡山橋   徳島 fuji45976 

岡山橋   北海 fuji06432 

 

岡志別橋（オカシベツ橋）  

北海 fuji33809 

岡出橋   北海 fuji44420 

岡春部橋  北海 fuji49901 

岡上跨線橋 神奈 fuji53296 

岡森橋   福岡 fuji42456 

岡川橋   新潟 fuji29461 

岡川橋   徳島 fuji28223 

岡洗堰橋  茨城 fuji39200 

岡前橋   愛知 fuji50732 

岡村橋   長野 fuji12260 

岡待河二号橋 北海 fuji30067 

岡待希橋  北海 fuji31480 

岡待希十二号橋  

北海 fuji37302 

岡待希二号橋 北海 fuji31256 

岡沢橋   神奈 fuji46708 

岡津下橋  神奈 fuji28623 

岡津橋   神奈 fuji32655 

岡田下橋  京都 fuji34355 

岡田橋   茨城 fuji35736 

岡田橋   岡山 fuji24128 

岡田橋   京都 fuji04876 

岡田橋   新潟 fuji04541 

岡田橋   東京 fuji21604 

岡田橋   富山 fuji51275 

岡田橋   北海 fuji36670 

岡田橋（→亀山橋）  

広島 fuji07521 

岡田川橋  愛知 fuji05013 

岡田川橋  京都 fuji23007 

岡登橋   群馬 fuji05613 

岡島橋   岐阜 fuji09776 

岡当目橋  静岡 fuji45357 

岡二橋   北海 fuji30068 

岡之宮橋  香川 fuji20639 

岡部橋   愛知 fuji11835 

岡部橋   静岡 fuji12290 

岡部橋（→文知摺橋）  

福島 fuji10052 

岡部橋（文字摺橋）  

福島 fuji05834 

岡部第二号橋 埼玉 fuji34564 

岡豊橋   高知 fuji38043 

岡本橋   岩手 fuji18271 

岡本橋   高知 fuji26157 

岡本橋   神奈 fuji42557 

岡本橋   和歌 fuji34254 

岡本跨道橋 京都 fuji43984 

岡本川橋  千葉 fuji14794 

岡木橋   長野 fuji12261 

岡野橋   神奈 fuji20074 

岡野大橋  石川 fuji50001 

沖の橋   山形 fuji42857 

沖ノ旦橋   山口 fuji26319 

沖ノ田橋   宮城 fuji02270 

沖下橋   高知 fuji40303 

沖橋    静岡 fuji44334 

沖金橋   奈良 fuji35123 

沖見橋   宮城 fuji06259 

沖江川橋  広島 fuji16861 

沖合橋   青森 fuji04942 

沖山橋   福島 fuji47268 

沖洲橋   徳島 fuji19724 

沖洲大橋  徳島 fuji52015 

沖水橋   宮崎 fuji07436 

沖水川橋  宮崎 fuji13443 

沖台橋   岩手 fuji02957 

沖大野橋  山梨 fuji50710 

沖端川橋  福岡 fuji22792 

沖中川水路橋 山口 fuji00384 

沖庭橋   山形 fuji34326 

沖田橋   岡山 fuji29305 

沖田橋   宮崎 fuji38082 

沖田橋   熊本 fuji08379 

沖田橋   山形 fuji22231 

沖田橋   山口 fuji25149 

沖田橋   滋賀 fuji40259 

沖田橋   福岡 fuji30360 

沖田橋   福島 fuji27818 

沖田川橋  岡山 fuji20627 

沖田川橋  宮崎 fuji16278 

沖田領橋  山口 fuji25150 

沖渡橋   長野 fuji14687 

沖島橋   広島 fuji23827 

沖内橋   北海 fuji47031 

沖布橋   新潟 fuji50562 

沖野尻橋（→宮平橋）  

広島 fuji47942 

荻浦橋   富山 fuji37986 

荻窪街道跨線橋  

神奈 fuji16218 

荻窪跨線橋 東京 fuji34439 

荻原橋   愛知 fuji25265 

荻原橋   宮崎 fuji32284 

荻原橋   三重 fuji11938 

荻原橋   神奈 fuji53422 

荻原橋   東京 fuji23873 

荻原穴沢橋 長野 fuji11726 

荻原第一高架橋   

fuji45855 

荻原第二高架橋   

fuji45856 

荻原沢橋  長野 fuji11634 

荻前田橋  鹿児 fuji22735 

荻谷架道橋 京都 fuji07512 

荻伏大橋  北海 fuji10018 

荻堀橋   岩手 fuji24303 

屋永橋   福岡 fuji22414 

屋岡橋   兵庫 fuji07706 

屋岡大橋  兵庫 fuji03346 

屋我地大橋 沖縄 fuji34124 

屋喜比橋  沖縄 fuji26362 

屋形橋   岐阜 fuji44523 



 １８ 

屋形橋   奈良 fuji42600 

屋形橋   兵庫 fuji07412 

屋形原橋  熊本 fuji02654 

屋形原橋  福岡 fuji28042 

屋山橋   福岡 fuji30112 

屋治橋   宮崎 fuji31955 

屋治橋   鹿児 fuji41024 

屋代橋   石川 fuji36198 

屋代跨線橋 長野 fuji37027 

屋代川（八代川）橋  

兵庫 fuji11243 

屋島橋   長野 fuji07619 

屋堂羅橋  鳥取 fuji05915 

屋内大橋  高知 fuji33270 

屋敷の原橋 大分 fuji23564 

屋敷橋   宮城 fuji03237 

屋敷谷橋  鹿児 fuji43048 

屋部橋   沖縄 fuji10155 

桶ノ口橋   香川 fuji49387 

桶ノ尾橋   山口 fuji29318 

桶小屋橋  神奈 fuji41370 

桶谷橋   長野 fuji48049 

桶谷橋   和歌 fuji35387 

桶谷林道橋 宮崎 fuji26550 

牡丹橋   秋田 fuji41196 

牡丹橋   青森 fuji04727 

牡丹橋   東京 fuji21079 

牡丹野橋  岩手 fuji52056 

乙井橋   愛媛 fuji05396 

乙井橋   香川 fuji28495 

乙井川橋  香川 fuji18927 

乙亥橋   岩手 fuji02475 

乙一久川橋 岡山 fuji06332 

乙羽橋   山梨 fuji46363 

乙越新橋  北海 fuji51158 

乙花の谷橋 滋賀 fuji05633 

乙貝橋   熊本 fuji01366 

乙丸橋   大分 fuji27134 

乙基線橋  北海 fuji52711 

乙吉橋   島根 fuji11343 

乙窪橋   滋賀 fuji04187 

乙栗子橋  三重 fuji23328 

乙坂の尻橋 滋賀 fuji05629 

乙字橋   福島 fuji08528 

乙字大橋（新乙字橋）  

福島 fuji51542 

乙女の橋  栃木 fuji50669 

乙女架道橋 埼玉 fuji25813 

乙女橋   熊本 fuji26347 

乙女橋   三重 fuji40590 

乙女橋   滋賀 fuji47503 

乙女橋   北海 fuji50493 

乙女川橋  岩手 fuji51611 

乙女大橋  栃木 fuji35465 

乙川橋   愛知 fuji05017 

乙線第一号橋 北海 fuji25446 

乙線第二号橋 北海 fuji25447 

乙倉橋   兵庫 fuji14079 

乙津一の橋 神奈 fuji29762 

乙津橋   大分 fuji03973 

乙津橋   東京 fuji47815 

乙津川橋  大分 fuji13438 

乙島橋   岐阜 fuji32156 

乙姫橋（堀川橋）  

宮崎 fuji09507 

乙別橋   北海 fuji42084 

乙房橋   宮崎 fuji36363 

乙房避溢橋 宮崎 fuji12948 

乙茂橋   岩手 fuji41624 

乙立橋   島根 fuji35388 

乙立大橋  島根 fuji13172 

乙艫橋   神奈 fuji23399 

恩貴島橋  大阪 fuji18646 

恩根内橋  北海 fuji16356 

恩根木禽橋 北海 fuji53549 

恩志橋   鳥取 fuji32511 

恩情橋   静岡 fuji15302 

恩地橋   愛媛 fuji39559 

恩地橋   高知 fuji05803 

恩智川橋  大阪 fuji50028 

恩田川橋  愛知 fuji45738 

恩田川高架橋 神奈 fuji51270 

温井橋   山梨 fuji39674 

温井川橋  群馬 fuji45129 

温海川橋  山形 fuji16699 

温根沼橋  北海 fuji45572 

温根沼小橋 北海 fuji39819 

温根沼大橋 北海 fuji07480 

温根内橋  北海 fuji39840 

温根木禽橋 北海 fuji40979 

温石川橋  千葉 fuji16216 

温川橋   群馬 fuji45495 

温川橋   青森 fuji30608 

温泉橋   香川 fuji28772 

温泉橋   新潟 fuji53959 

温泉橋   静岡 fuji15937 

温泉橋   長野 fuji44327 

温泉橋   兵庫 fuji26100 

温泉橋   北海 fuji32759 

温泉神社御橋 長崎 fuji14422 

温泉大橋  兵庫 fuji42177 

温泉道架道橋 青森 fuji50499 

温地橋   高知 fuji51849 

温湯川橋  群馬 fuji15631 

温内別川橋 北海 fuji18548 

温揚橋   宮城 fuji03809 

音の沢橋  秋田 fuji51386 

音威子府橋 北海 fuji31649 

音威子府跨線橋  

北海 fuji48244 

音威子府川橋 北海 fuji16157 

音稲府橋  北海 fuji01911 

音羽橋   愛知 fuji19556 

音羽橋   滋賀 fuji28669 

音羽橋   大分 fuji12380 

音羽橋（←川崎橋）  

山口 fuji00755 

音羽川橋  愛知 fuji19396 

音羽川橋  京都 fuji43478 

音海橋   京都 fuji38744 

音戸大橋  広島 fuji40816 

音更橋   北海 fuji09237 

音江橋   北海 fuji50340 

音江別橋  北海 fuji43330 

音根平橋  北海 fuji25872 

音沢橋   富山 fuji11144 

音谷橋   徳島 fuji53881 

音谷水路橋 富山 fuji27511 

音調津橋  北海 fuji07115 

音別橋   北海 fuji43311 

音別跨線橋 北海 fuji47032 

音別川橋  北海 fuji09544 

音幌橋   北海 fuji33583 

音無橋   神奈 fuji17712 

音無橋   東京 fuji22710 

音無瀬橋  京都 fuji05044 

音無川橋  東京 fuji41060 

音無沢橋  長野 fuji27633 

 

… カ … 
 

下オソベツ橋 北海 fuji48279 

下しもた橋  高知 fuji30960 

下の宮橋  富山 fuji31792 

下ノ橋   沖縄 fuji08723 

下の橋   岩手 fuji00193 

下の橋   鹿児 fuji13594 

下ノ橋   長野 fuji11072 

下ノ橋   東京 fuji00715 

下の橋   福岡 fuji53715 

下ノ橋   福島 fuji15919 

下の橋（←前堀橋）  

岩手 fuji15567 

下の橋（昭代橋） 

 福島 fuji01933 

下の郷橋  京都 fuji11552 

下の向橋  岐阜 fuji37441 

下ノ向大橋  岐阜 fuji48050 

下の石橋  熊本 fuji08646 

下の川橋  京都 fuji07700 

下ノ川橋   大分 fuji36753 

下ノ川橋   長崎 fuji03110 

下の沢橋  群馬 fuji34469 

下ノ沢川橋  北海 fuji23671 

下の谷橋  岡山 fuji44589 

下ノ谷橋   岐阜 fuji24715 

下の谷橋  高知 fuji39400 

下の谷橋  福岡 fuji30242 

下ノ谷川橋  山口 fuji14922 

下ノ平橋   岐阜 fuji23771 

下ハカイマップ川橋  

北海 fuji21952 

下パンケ橋  北海 fuji48278 

下り松橋  香川 fuji37586 

下り松橋（←松ケ枝（江？）橋） 

 長崎 fuji05673 

下り沢橋  長野 fuji52392 

下阿多古橋 静岡 fuji37164 

下芦沢橋  山梨 fuji46550 

下鮎喰橋（不動橋）  

徳島 fuji38078 

下安井橋  鳥取 fuji04503 

下安井橋  島根 fuji49144 

下安家橋  岩手 fuji23096 

下伊沢谷橋 徳島 fuji28215 

下井皿川橋 山形 fuji15155 

下井川刎橋 静岡 fuji00184 

下井沢橋  富山 fuji21394 

下一丁田橋 神奈 fuji37220 

下一本木橋 大阪 fuji51831 

下稲子橋  静岡 fuji28180 

下引田橋  群馬 fuji53763 

下宇曽川橋 滋賀 fuji34726 

下宇和橋  愛媛 fuji27448 

下羽帯橋  北海 fuji45234 

下碓氷川橋 群馬 fuji05132 

下姥ケ谷橋  徳島 fuji53879 

下姥ケ谷南橋 徳島 fuji53878 

下浦橋   徳島 fuji36008 

下浦避難溢橋 徳島 fuji08488 

下榎橋   鳥取 fuji49138 

下園橋   鹿児 fuji23334 

下園部大橋 茨城 fuji30028 

下堰橋   長野 fuji14854 

下延橋   秋田 fuji53752 

下塩沢川橋 山梨 fuji42569 

下奥多摩橋 東京 fuji25305 

下岡橋   高知 fuji51331 

下岡橋   兵庫 fuji40617 

下屋敷橋  福岡 fuji53718 

下加賀田橋 茨城 fuji51786 

下加茂橋  兵庫 fuji20396 

下河原橋  山梨 fuji52126 

下河原橋  鹿児 fuji51725 

下河原橋  神奈 fuji27857 

下河原橋  栃木 fuji34029 

下河原橋（上り）  

宮城 fuji05179 

下河根橋  新潟 fuji43465 

下河内橋  岡山 fuji27066 

下河内橋  大分 fuji41797 

下花水橋  神奈 fuji30336 

下蚊屋橋  鳥取 fuji40270 

下垣内橋  奈良 fuji33395 

下笠岡橋  秋田 fuji53596 

下鴨神社橋殿 京都 fuji00244 

下刈橋   静岡 fuji12282 

下観音橋  東京 fuji31894 

下間藤橋  栃木 fuji10439 

下館橋   岩手 fuji39446 

下館跨線橋 茨城 fuji49076 

下岩井村用水橋（下り）  

群馬 fuji04680 

下岩戸橋  大分 fuji47390 

下岩出川橋 滋賀 fuji25375 

下喜来大橋 徳島 fuji37476 

下幾春別川橋 北海 fuji04046 

下幾春別川橋（上り） 

 北海 fuji11189 

下亀橋   長崎 fuji03657 

下菊橋   石川 fuji10555 

下吉野橋  北海 fuji42322 

下橘橋   徳島 fuji30453 

下久保橋  群馬 fuji31411 

下宮橋   福岡 fuji29992 

下宮川橋  山梨 fuji49280 

下宮前橋  大阪 fuji23793 

下牛潟橋  青森 fuji10028 

下牛尾橋  鹿児 fuji44178 

下居辺大橋 北海 fuji39176 

下橋    愛知 fuji35051 

下橋    群馬 fuji15573 

下橋    佐賀 fuji25429 

下橋    埼玉 fuji24892 

下橋    静岡 fuji20601 

下橋（花月橋） 福井 fuji28260 

下橋（佐野屋橋）  

長崎 fuji00395 

下橋（上牧下橋）  

岐阜 fuji44517 

下橋戸橋  岐阜 fuji53799 

下興野橋  新潟 fuji07092 

下郷下橋（下郷橋）  

鳥取 fuji35937 

下郷橋   茨城 fuji32328 

下郷橋   広島 fuji36438 

下郷橋   高知 fuji39644 

下郷橋   長崎 fuji03959 

下郷橋   東京 fuji21377 

下郷橋（下郷下橋）  

鳥取 fuji35937 

下極楽橋  京都 fuji16734 

下金山橋  北海 fuji52634 

下金山跨線橋 北海 fuji51347 

下沓掛橋  滋賀 fuji39940 

下熊橋   宮城 fuji02287 

下栗代沢橋 静岡 fuji28463 

下郡架道橋 大分 fuji50325 

下郡跨線橋 宮城 fuji46294 

下桂橋   北海 fuji32543 

下繋橋   大阪 fuji03925 

下懸橋   愛知 fuji17558 

下原ダム管理橋  

岐阜 fuji28993 

下原橋   岐阜 fuji23186 

下原橋   広島 fuji52491 

下原橋   鹿児 fuji27154 

下原高架橋 愛知 fuji51546 



 １９ 

下戸が谷橋 愛媛 fuji44625 

下戸橋   熊本 fuji33853 

下戸山避溢橋 滋賀 fuji43995 

下五反田橋 岡山 fuji47935 

下五味橋  和歌 fuji25756 

下御所橋  福岡 fuji43024 

下御停橋  富山 fuji27876 

下口橋   徳島 fuji46235 

下口橋   福岡 fuji45810 

下向橋   岐阜 fuji37115 

下向橋   山口 fuji27081 

下向橋   和歌 fuji46577 

下広瀬橋  熊本 fuji53399 

下江橋   宮城 fuji43783 

下江戸川橋 東京 fuji12671 

下江持橋  福島 fuji31773 

下江川橋  島根 fuji39774 

下江川橋  和歌 fuji53858 

下江田橋  福島 fuji14508 

下荒井橋(荒井船橋？) 

 福井 fuji09472 

下荒井大橋 福井 fuji52348 

下降子橋  和歌 fuji29293 

下高江橋  福岡 fuji14320 

下高尾野橋 鹿児 fuji29496 

下高野橋  大阪 fuji19411 

下高鷲橋  大阪 fuji36203 

下黒部橋  富山 fuji14951 

下頃内橋  北海 fuji46070 

下今須橋  岐阜 fuji45172 

下根知橋  新潟 fuji06482 

下佐脇橋  愛知 fuji38593 

下砂川橋  熊本 fuji20453 

下最内川橋 北海 fuji52034 

下妻橋   埼玉 fuji06700 

下桜木橋  愛媛 fuji47537 

下皐月橋  山梨 fuji40231 

下三滝橋  北海 fuji33860 

下山橋   岐阜 fuji42419 

下山橋   滋賀 fuji45765 

下山橋   鹿児 fuji19193 

下山橋   神奈 fuji18081 

下山橋   福島 fuji25514 

下山守橋  広島 fuji40275 

下山川橋  宮崎 fuji20653 

下山川橋  滋賀 fuji25382 

下産川橋  長野 fuji30839 

下司橋   徳島 fuji36011 

下市橋   岡山 fuji29822 

下市橋   鳥取 fuji09576 

下市場橋  岐阜 fuji42935 

下志沢橋  岩手 fuji18273 

下篠橋   熊本 fuji07220 

下手橋   鹿児 fuji14435 

下手橋   徳島 fuji19721 

下手橋（石行橋）  

鹿児 fuji01705 

下周志橋    fuji26728 

下宗助橋  北海 fuji36490 

下舟橋   福島 fuji11050 

下舟場橋  福島 fuji10480 

下十三間川橋 大阪 fuji15817 

下十三川橋 兵庫 fuji02047 

下十三川橋（下淀川橋）  

大阪 fuji09235 

下十条橋  東京 fuji19212 

下十川橋  青森 fuji08786 

下宿橋   岩手 fuji27798 

下宿橋   新潟 fuji23402 

下宿橋   神奈 fuji47480 

下宿橋   東京 fuji39488 

下出橋   京都 fuji45508 

下出橋   三重 fuji02578 

下出橋   石川 fuji44498 

下出橋   大阪 fuji23481 

下出橋   長野 fuji15635 

下所川橋  香川 fuji18696 

下女辻橋  大阪 fuji24070 

下女辻橋  徳島 fuji37265 

下小貝橋  茨城 fuji50858 

下小瀬橋  島根 fuji21759 

下小倉橋  栃木 fuji37401 

下小台橋  山形 fuji39335 

下小谷橋  富山 fuji27514 

下小渕橋    fuji52564 

下松跨線橋（妙見大橋）  

山口 fuji33775 

下松川橋  長野 fuji10635 

下松川橋  福島 fuji23857 

下松沢橋  静岡 fuji27657 

下沼跨線橋 北海 fuji45093 

下上洞橋  和歌 fuji35570 

下乗橋   青森 fuji00188 

下乗橋   徳島 fuji10968 

下城山橋  大分 fuji36471 

下場橋   福島 fuji08456 

下条橋   富山 fuji19540 

下条川橋  富山 fuji24945 

下条川大橋 新潟 fuji01278 

下植野高架橋 京都 fuji43486 

下新井橋  埼玉 fuji52831 

下新橋   富山 fuji47836 

下新橋   福井 fuji08839 

下新庄橋  福井 fuji27416 

下新田橋  山梨 fuji49849 

下新田川橋 群馬 fuji05678 

下新田第一避溢橋  

群馬 fuji05679 

下新田第二避溢橋  

群馬 fuji05680 

下神崎川橋 大阪 fuji02045 

下神谷橋  福島 fuji38891 

下仁井田橋 広島 fuji25141 

下仁々志別橋 北海 fuji46884 

下須崎橋  福岡 fuji41301 

下吹田橋  大阪 fuji15416 

下水流橋  宮崎 fuji49174 

下水流平橋 宮崎 fuji40444 

下杉橋   山形 fuji23586 

下菅橋   鳥取 fuji05315 

下瀬橋   愛媛 fuji04612 

下瀬川橋  岩手 fuji53254 

下正田橋  岡山 fuji34187 

下青川橋  三重 fuji20363 

下青鳥橋（上り）  

埼玉 fuji16704 

下石橋   北海 fuji36293 

下責谷橋  京都 fuji52002 

下赤尾橋  山梨 fuji40724 

下千代橋  三重 fuji31805 

下川沿跨線橋  

秋田 fuji49771 

下川橋   愛知 fuji26990 

下川橋   愛媛 fuji18863 

下川橋   宮城 fuji02697 

下川橋   神奈 fuji06403 

下川橋   千葉 fuji17871 

下川橋   大分 fuji42650 

下川橋   長崎 fuji01627 

下川橋   徳島 fuji47948 

下川橋   福井 fuji35754 

下川橋   福島 fuji33156 

下川橋   北 海 fuji37924 

下川橋（シムガーラ橋）  

沖縄 fuji15038 

下川原橋  宮崎 fuji21573 

下川原橋  宮城 fuji32080 

下川原橋  三重 fuji03917 

下川原橋  鹿児 fuji11528 

下川原橋  秋田 fuji37084 

下川原橋  福島 fuji14604 

下川原橋（→塩田橋）  

佐賀 fuji09453 

下川原高架橋 静岡 fuji53431 

下川原船橋（桜木橋）  

岩手 fuji07130 

下川口架道橋   fuji24694 

下川西避溢橋 山口 fuji20255 

下川添橋  和歌 fuji30688 

下川田橋  群馬 fuji17616 

下泉橋   静岡 fuji22984 

下船橋   長野 fuji10615 

下船場橋（→昭代橋）  

福島 fuji05484 

下船渡橋  長野 fuji11898 

下前川橋  岩手 fuji00940 

下前田橋  鹿児 fuji29025 

下前田橋  鳥取 fuji44580 

下前避溢橋   fuji11605 

下善橋   静岡 fuji46200 

下曽根橋  山梨 fuji41075 

下曽根大橋 石川 fuji39496 

下組橋   愛媛 fuji30792 

下倉橋   岡山 fuji30918 

下早瀬橋  岩手 fuji26826 

下相模川橋（→戸沢橋）  

神奈 fuji22289 

下足川橋  高知 fuji41120 

下足代橋  大阪 fuji24076 

下村橋   熊本 fuji06361 

下村橋   鹿児 fuji38541 

下村橋   静岡 fuji40406 

下駄橋   長崎 fuji38233 

下駄床橋  大分 fuji32992 

下大河平水路橋（めがね橋） 

 宮崎 fuji01357 

下大久保橋 近畿 fuji47178 

下大橋   長崎 fuji25208 

下大橋   長野 fuji42574 

下大原橋  広島 fuji35829 

下大古味橋 高知 fuji37145 

下大沢一の橋 岩手 fuji40484 

下大沢陸橋 千葉 fuji21057 

下大野橋  長崎 fuji39716 

下大野橋  徳島 fuji11883 

下大和橋  大阪 fuji20159 

下滝坂橋  滋賀 fuji25370 

下瀧鉄橋（黒鉄橋）  

栃木 fuji12801 

下沢橋   岐阜 fuji01873 

下沢渡橋  群馬 fuji00454 

下沢里橋  新潟 fuji06491 

下谷Ⅱ高架橋 静岡 fuji52496 

下谷の石橋（万寿橋）  

山口 fuji14123 

下谷橋   埼玉 fuji26908 

下谷橋   鹿児 fuji25255 

下谷橋   鳥取 fuji40619 

下谷橋   島根 fuji37348 

下谷橋   徳島 fuji46478 

下谷橋   奈良 fuji36427 

下谷川橋  山口 fuji46224 

下谷川橋  鹿児 fuji29089 

下谷町橋高架橋  

東京 fuji18189 

下地橋   和歌 fuji37137 

下竹橋   徳島 fuji35840 

下竹淵橋  大阪 fuji48012 

下中ノ橋   大阪 fuji10587 

下中垣橋  京都 fuji53666 

下中橋   鹿児 fuji42664 

下中川橋  福島 fuji03722 

下中村めがね橋  

宮崎 fuji23571 

下中渡橋  宮崎 fuji40677 

下中島橋  岐阜 fuji41700 

下中嶋橋  秋田 fuji03535 

下猪名川橋 兵庫 fuji15438 

下丁ノ田橋  大阪 fuji44705 

下町橋   愛知 fuji24283 

下町橋   宮崎 fuji29858 

下町橋   宮城 fuji02965 

下町橋   熊本 fuji10419 

下町橋   秋田 fuji47774 

下町橋   大分 fuji39138 

下町橋   徳島 fuji40135 

下町歩避溢橋   fuji11603 

下長井橋（→荒砥橋）  

山形 fuji05226 

下長窪橋  静岡 fuji52584 

下長見橋  島根 fuji42981 

下長野立体交差高架橋  

長野 fuji52432 

下津井橋  高知 fuji36772 

下津一之橋 大阪 fuji17789 

下津巻橋  岐阜 fuji47856 

下津橋   山口 fuji19596 

下津原橋  島根 fuji25113 

下津川橋  和歌 fuji35808 

下津留橋  熊本 fuji01223 

下津留橋  大分 fuji31183 

下津林避溢橋 京都 fuji02620 

下塚谷橋  三重 fuji39519 

下柘植川橋 三重 fuji47324 

下釣別橋  北海 fuji47218 

下鶴橋   熊本 fuji01313 

下碇橋   埼玉 fuji30214 

下徹別橋  北海 fuji40459 

下鉄銑橋    fuji28916 

下天狗橋  北海 fuji51036 

下天馬橋  島根 fuji31937 

下殿橋   鹿児 fuji12725 

下田井橋  秋田 fuji24425 

下田橋   愛知 fuji17444 

下田橋   茨城 fuji23938 

下田橋   沖縄 fuji32732 

下田橋   岩手 fuji09201 

下田橋   岐阜 fuji12366 

下田橋   熊本 fuji07070 

下田橋   広島 fuji18124 

下田橋   高知 fuji53384 

下田橋   山形 fuji09084 

下田橋   青森 fuji06291 

下田橋   静岡 fuji37118 

下田橋   大阪 fuji14259 

下田橋   長野 fuji02808 

下田橋   福岡 fuji27120 

下田橋   福島 fuji23126 

下田原橋  和歌 fuji35126 

下田原避溢橋 島根 fuji17041 

下田跨線橋 青森 fuji42351 

下田上橋  石川 fuji40082 

下田平ゆめ大橋 

 秋田 fuji46307 

下田平橋  秋田 fuji33347 

下渡橋   岩手 fuji02954 

下渡橋   岐阜 fuji17676 

下渡戸橋（渡戸橋）  



 ２０ 

埼玉 fuji27505 

下土井橋  香川 fuji39555 

下土棚大橋 神奈 fuji53058 

下島橋   岐阜 fuji42941 

下島橋   大阪 fuji48558 

下島橋   長野 fuji32366 

下島谷避溢橋 千葉 fuji12474 

下東条橋  大阪 fuji35281 

下湯田橋  山口 fuji27338 

下湯島橋  山梨 fuji35357 

下筒井橋  青森 fuji49935 

下藤橋   栃木 fuji18065 

下藤片桟橋 福島 fuji52813 

下頭橋   東京 fuji00932 

下洞橋（→和良大橋）  

岐阜 fuji42577 

下洞戸橋  岐阜 fuji15936 

下栃谷橋  和歌 fuji48176 

下内橋   秋田 fuji42140 

下二股橋  北海 fuji53143 

下日陰橋  秋田 fuji41195 

下日開谷橋 徳島 fuji19060 

下日光橋  鳥取 fuji10698 

下忍橋   埼玉 fuji45920 

下之一色大橋 愛知 fuji27265 

下之加江大橋 高知 fuji51327 

下之橋   大阪 fuji11669 

下之橋   東京 fuji01991 

下之谷橋  徳島 fuji26718 

下馬荻橋  大阪 fuji24071 

下馬橋   群馬 fuji09600 

下馬橋   兵庫 fuji33391 

下馬尾川橋 熊本 fuji01162 

下博多橋  北海 fuji38837 

下泊橋   大分 fuji30362 

下白子西橋 埼玉 fuji08738 

下白子東橋 埼玉 fuji08737 

下白川橋  山形 fuji53757 

下白川谷川橋 岐阜 fuji07313 

下白滝跨線橋 北海 fuji48260 

下白谷橋  岐阜 fuji26975 

下白谷橋  大分 fuji35632 

下畠一之橋 東京 fuji23317 

下畠三之橋 東京 fuji23319 

下畠二之橋 東京 fuji23318 

下八峡橋  宮崎 fuji29860 

下八幡橋  埼玉 fuji49252 

下八幡町橋 奈良 fuji48570 

下飯詰川橋 青森 fuji42134 

下飯田橋  静岡 fuji42950 

下飯田橋  長野 fuji08850 

下番橋   熊本 fuji01175 

下樋道橋  宮崎 fuji30665 

下尾田橋  岩手 fuji26823 

下浜橋   千葉 fuji48898 

下浜田川橋 群馬 fuji19301 

下府川橋  島根 fuji15829 

下府川第一橋 島根 fuji24553 

下風呂橋  青森 fuji30565 

下福岡橋  埼玉 fuji22515 

下福原橋  大分 fuji34210 

下淵橋   岩手 fuji04072 

下平井川橋 岡山 fuji06417 

下平岸川橋 北海 fuji16159 

下平橋   茨城 fuji46130 

下平橋   岩手 fuji49936 

下平橋   群馬 fuji47449 

下平川橋  鹿児 fuji10662 

下片貝橋  新潟 fuji42157 

下歩危橋  岐阜 fuji04037 

下穂積跨線橋 大阪 fuji45539 

下穂積避溢橋 大阪 fuji44018 

下蜂ノ巣沢橋 静岡 fuji27655 

下豊一号橋 北海 fuji50087 

下豊四号橋 北海 fuji50091 

下豊二号橋 北海 fuji50089 

下豊年橋  岩手 fuji28145 

下豊別橋  北海 fuji40984 

下北橋   大阪 fuji32958 

下牧橋   長野 fuji52911 

下堀橋   福島 fuji13514 

下幌向川橋 北海 fuji11188 

下妙典高架橋 東京 fuji53293 

下名橋   徳島 fuji17106 

下木屋橋  鹿児 fuji41463 

下木橋   大分 fuji00305 

下木橋   東京 fuji22030 

下木坂橋  広島 fuji53513 

下野屋橋  神奈 fuji18782 

下野橋   岐阜 fuji20104 

下野橋   香川 fuji47956 

下野橋   長崎 fuji53909 

下野橋   東京 fuji31895 

下野橋   富山 fuji38147 

下野大橋  石川 fuji01572 

下野沢橋  山形 fuji10042 

下野目橋  宮城 fuji38103 

下野呂橋  徳島 fuji19718 

下矢部橋  大分 fuji34615 

下柳橋   岐阜 fuji39506 

下柳瀬橋  和歌 fuji36136 

下柳谷橋  愛媛 fuji06876 

下柳田橋  大阪 fuji24077 

下柳渡戸橋 山形 fuji22227 

下勇知橋  北海 fuji48228 

下由良川橋 京都 fuji09875 

下夕張川橋 北海 fuji31631 

下夕張川第一号橋  

北海 fuji33063 

下夕張川第三号橋  

北海 fuji32071 

下夕張川第四号橋  

北海 fuji33064 

下夕張川第二号橋  

北海 fuji32534 

下夕張二号橋 北海 fuji46771 

下淀川橋  大阪 fuji26530 

下淀川橋（下十三川橋）  

大阪 fuji09235 

下来鉢丸田橋 大分 fuji35849 

下落谷橋  大分 fuji44714 

下梨橋（→平橋）  

富山 fuji02203 

下梨吊橋（平橋）  

富山 fuji21751 

下里橋   兵庫 fuji13056 

下里大橋  和歌 fuji36353 

下立会橋  東京 fuji01731 

下立売橋  京都 fuji01678 

下立売橋（堀川第二橋）  

京都 fuji02038 

下流鏑川橋 群馬 fuji17270 

下林橋   岐阜 fuji34007 

下臨塩橋  宮城 fuji02981 

下呂大橋(いでゆ大橋) 

 岐阜 fuji46365 

下和佐橋（←江川橋）  

和歌 fuji22553 

下和天別橋 北海 fuji43400 

下蕨野橋  大分 fuji48447 

下條橋   大阪 fuji28279 

下櫃架道橋 山形 fuji09956 

下眞幸橋  宮崎 fuji50825 

下筌橋   大分 fuji48066 

下蛯川橋  青森 fuji28552 

下鶉橋   北海 fuji37065 

化粧橋   京都 fuji32690 

化粧橋   東京 fuji04314 

化世橋   秋田 fuji14178 

仮屋橋   岡山 fuji21638 

仮屋橋   宮崎 fuji35162 

仮屋橋   鹿児 fuji43052 

仮屋橋   福岡 fuji29493 

 

仮屋橋（安政橋）  

大分 fuji14424 

仮屋川橋  福岡 fuji28050 

仮屋川橋  北海 fuji18251 

仮屋前橋  福岡 fuji31309 

仮橋    宮城 fuji03786 

何竜橋（→美川橋）  

石川 fuji02929 

伽羅橋   秋田 fuji29933 

伽羅橋   大阪 fuji01601 

佳里地橋  広島 fuji25140 

加伊多橋  和歌 fuji44727 

加塩橋   大阪 fuji25067 

加賀屋敷橋 徳島 fuji08340 

加賀橋   東京 fuji41129 

加賀橋   北海 fuji36665 

加賀口橋  福井 fuji12084 

加賀須野橋 徳島 fuji17057 

加賀川橋  長野 fuji01188 

加賀大橋  石川 fuji38780 

加賀沢橋  岐阜 fuji30894 

加賀沢橋  秋田 fuji47790 

加久見橋  高知 fuji26333 

加久藤橋  宮崎 fuji33429 

加久保沢橋 山梨 fuji41250 

加計橋   広島 fuji42604 

加古川橋  兵庫 fuji02172 

加古川大橋 兵庫 fuji51078 

加古川陸橋 兵庫 fuji50964 

加佐見橋  岡山 fuji29560 

加治橋   埼玉 fuji20570 

加治川橋（←維新橋）  

新潟 fuji04984 

加治大橋  新潟 fuji40894 

加室橋   愛媛 fuji44620 

加周橋   愛知 fuji16397 

加州谷橋  徳島 fuji37271 

加重橋   徳島 fuji49470 

加舜別橋  北海 fuji42831 

加須良橋  岐阜 fuji33083 

加世田橋  鹿児 fuji51489 

加勢蛇橋  鳥取 fuji28532 

加勢川橋  熊本 fuji05097 

加勢陀橋  鳥取 fuji04592 

加勢陀川橋 鳥取 fuji09579 

加川橋   和歌 fuji30847 

加倉橋   埼玉 fuji50382 

加倉橋   福島 fuji13012 

加太港橋  和歌 fuji49872 

加沢橋   長野 fuji35677 

加登橋   福島 fuji46317 

加都橋   兵庫 fuji23234 

加島高架  大阪 fuji43635 

加島大橋  大阪 fuji43248 

加島大橋南取付高架橋  

大阪 fuji44343 

加島大橋北取付高架橋  

大阪 fuji44344 

加藤架道橋 愛知 fuji45737 

加藤橋   東京 fuji22280 

加藤谷川橋 福島 fuji52076 

加奈列沢橋 山形 fuji50207 

加納跨線橋 岐阜 fuji35137 

加納町架道橋 兵庫 fuji22482 

加納町第一架道橋  

兵庫 fuji22483 

加納町第二架道橋  

兵庫 fuji22484 

加納道橋  福島 fuji43445 

加波橋   三重 fuji38461 

加美２１号橋 大阪 fuji29083 

加美６号橋  大阪 fuji29274 

加美７号橋  大阪 fuji29275 

加美８６号橋 大阪 fuji53354 

加美寿橋  大阪 fuji35381 

加美上水橋 東京 fuji19311 

加美末長橋 大阪 fuji51677 

加武川橋  沖縄 fuji10146 

加部橋   岐阜 fuji11931 

加法師橋  群馬 fuji21359 

加茂橋   愛知 fuji16621 

加茂橋   愛媛 fuji27358 

加茂橋   岡山 fuji22382 

加茂橋   滋賀 fuji31930 

加茂橋   島根 fuji27976 

加茂湖橋  新潟 fuji44480 

加茂川橋  愛媛 fuji12311 

加茂川橋  岡山 fuji20624 

加茂川橋  岐阜 fuji17024 

加茂川橋  京都 fuji20144 

加茂川橋  滋賀 fuji27289 

加茂川橋  新潟 fuji07730 

加茂川橋  静岡 fuji00934 

加茂川橋  千葉 fuji05190 

加茂川避溢橋 愛媛 fuji16812 

加茂第一橋 島根 fuji14201 

加茂第二橋 島根 fuji14202 

加茂田橋  大分 fuji01080 

加与丁橋  佐賀 fuji27175 

加良川橋  沖縄 fuji00799 

加良谷橋  愛知 fuji24733 

加領川橋  岐阜 fuji45671 

加領川橋  滋賀 fuji25042 

加路川橋  福島 fuji14510 

加老橋   福島 fuji47644 

可愛橋   広島 fuji33945 

可愛桟道  宮崎 fuji47012 

可愛川橋  広島 fuji05573 

可児川橋  岐阜 fuji22065 

可池橋   大阪 fuji43709 

可難沢橋  神奈 fuji20338 

可和名橋  愛知 fuji32382 

嘉右衛門橋 栃木 fuji19501 

嘉永橋   岡山 fuji50602 

嘉永橋（←永久橋）  

兵庫 fuji01427 

嘉久屋橋  京都 fuji22481 

嘉寿満橋  北海 fuji40927 

嘉瀬橋   佐賀 fuji17386 

嘉瀬橋   青森 fuji31844 

嘉瀬川橋  佐賀 fuji00864 

嘉瀬大橋  佐賀 fuji03941 

嘉納橋（豊富橋）  

北海 fuji11681 

嘉兵衛橋  東京 fuji01990 

嘉平垣外橋 大阪 fuji30098 

嘉平橋   山形 fuji48498 

嘉平次橋  大阪 fuji19418 

嘉麻川橋  福岡 fuji06623 

嘉門橋   福岡 fuji24195 

嘉留橋   東京 fuji01980 

嘉例橋   佐賀 fuji05342 

嘉例川橋  三重 fuji13406 

夏井橋   岩手 fuji51218 



 ２１ 

夏井川橋  岩手 fuji21978 

夏井川橋  新潟 fuji17924 

夏井川橋  福島 fuji06399 

夏井大橋  鹿児 fuji53412 

夏屋橋   岩手 fuji31690 

夏刈橋   山形 fuji07354 

夏狩高架橋 山梨 fuji53211 

夏秋橋   山梨 fuji44503 

夏秋大橋  山梨 fuji30995 

夏川橋   岩手 fuji41496 

夏沢橋   青森 fuji33340 

夏島橋   山形 fuji06105 

夏伏橋   新潟 fuji49092 

夏木橋   鹿児 fuji12786 

夏目橋   山形 fuji04954 

夏油橋   岩手 fuji34881 

嫁川橋   佐賀 fuji46504 

嫁谷橋   岐阜 fuji37619 

嫁入橋   東京 fuji02754 

家の前橋  鳥取 fuji41760 

家見谷橋  徳島 fuji26712 

家原橋   大阪 fuji10707 

家山橋   新潟 fuji33209 

家山橋   静岡 fuji23189 

家山川橋  静岡 fuji21148 

家上原川橋 青森 fuji25652 

家城橋   三重 fuji25041 

家川橋   大阪 fuji02154 

家谷橋   岐阜 fuji47870 

家島橋   大分 fuji40765 

家棟川橋  滋賀 fuji32681 

家棟川水路橋 滋賀 fuji34807 

家比橋   岡山 fuji24126 

家野橋   大分 fuji44172 

家隆橋   栃木 fuji44695 

家老沢橋  静岡 fuji09972 

架道橋   北海 fuji21959 

歌詠橋（→大肥橋）  

大分 fuji01335 

歌越別橋  北海 fuji42305 

歌詰橋   滋賀 fuji00282 

歌橋    秋田 fuji38104 

歌才橋   北海 fuji47623 

歌神橋   北海 fuji28547 

歌川橋   新潟 fuji26941 

歌川橋梁  新潟 fuji12604 

歌川高架橋 神奈 fuji52849 

歌中橋   大阪 fuji46554 

歌笛橋   北海 fuji14167 

歌登橋   北海 fuji37373 

歌島橋   大阪 fuji18814 

歌島豊里線架道橋  

大阪 fuji44943 

歌内橋   北海 fuji35975 

歌之橋   神奈 fuji41371 

歌舞伎橋  宮崎 fuji50329 

歌別大橋  北海 fuji38958 

歌枕橋   山形 fuji26851 

河井橋   山形 fuji06451 

河磯橋   長崎 fuji09289 

河岡橋   鳥取 fuji48408 

河屋橋（妙見橋）  

大分 fuji09856 

河岸前橋  宮城 fuji02974 

河詰橋   高知 fuji39560 

河原ケ谷暗橋 静岡 fuji25567 

河原井出川橋 香川 fuji14212 

河原一号線橋 宮城 fuji23099 

河原浦橋  山口 fuji22158 

河原橋   愛知 fuji24281 

河原橋   愛媛 fuji25419 

河原橋   茨城 fuji28837 

河原橋   岩手 fuji36950 

河原橋   宮城 fuji02500 

河原橋   群馬 fuji18753 

河原橋   佐賀 fuji19626 

河原橋   神奈 fuji40061 

河原橋   鳥取 fuji01880 

河原橋   福井 fuji24330 

河原橋   北海 fuji18945 

河原跨道橋 兵庫 fuji53360 

河原三号線橋 宮城 fuji23100 

河原山橋  宮城 fuji44264 

河原四号線橋 宮城 fuji23101 

河原宿橋  東京 fuji33191 

河原前橋  宮城 fuji49212 

河原大橋  青森 fuji34406 

河原沢大橋 埼玉 fuji46148 

河原谷橋  三重 fuji51998 

河原谷橋  山口 fuji16904 

河原町架道橋 京都 fuji20115 

河原町川橋 京都 fuji08334 

河原町第三避溢橋  

京都 fuji20117 

河原町第二避溢橋  

京都 fuji20116 

河原田橋  三重 fuji32675 

河原田橋  鹿児 fuji48600 

河原田橋  石川 fuji02795 

河原田跨線橋   fuji34540 

河原樋谷橋 愛媛 fuji44619 

河原木橋    fuji35338 

河戸落堀橋 埼玉 fuji08317 

河口橋   愛媛 fuji17723 

河口橋   神奈 fuji49989 

河向橋   鳥取 fuji46983 

河合橋   岡山 fuji15467 

河合橋   岐阜 fuji33664 

河合橋   京都 fuji13569 

河合橋   三重 fuji47695 

河合橋   静岡 fuji00913 

河合橋   福井 fuji23546 

河合橋   北海 fuji18259 

河合橋   和歌 fuji37252 

河合橋（→大鳥橋）  

山形 fuji35906 

河合川橋  三重 fuji07778 

河根橋   和歌 fuji03636 

河崎橋   愛媛 fuji29329 

河崎橋   山口 fuji29697 

河子橋   島根 fuji05318 

河鹿橋   三重 fuji52936 

河鹿橋   兵庫 fuji50757 

河手橋   広島 fuji34858 

河沼橋   愛知 fuji28655 

河上瀬橋  愛知 fuji38739 

河瀬跨線橋   fuji39973 

河瀬用水架道橋  

和歌 fuji08693 

河瀬陸橋  和歌 fuji12627 

河成橋   島根 fuji35128 

河西橋（→十勝大橋）  

北海 fuji11985 

河西橋（←開成橋）  

北海 fuji10203 

河中橋   愛媛 fuji27102 

河津橋   静岡 fuji30170 

河津浜橋  静岡 fuji01676 

河津浜橋（浜橋）  

静岡 fuji07051 

河添橋   鹿児 fuji38242 

河田橋   岐阜 fuji16470 

河田橋   大分 fuji38536 

河田川橋  鳥取 fuji10699 

河田方避溢橋   fuji46040 

河渡橋   岐阜 fuji03905 

河渡橋（合渡橋）  

岐阜 fuji38788 

河頭橋   鹿児 fuji12767 

河頭太鼓橋 鹿児 fuji01324 

河童橋   長野 fuji06269 

河内屋橋  広島 fuji35064 

河内街道陸橋 和歌 fuji08711 

河内眼鏡橋 福岡 fuji17734 

河内橋   愛媛 fuji41442 

河内橋   広島 fuji48799 

河内橋   三重 fuji40593 

河内橋   滋賀 fuji10345 

河内橋   神奈 fuji18074 

河内橋   石川 fuji53317 

河内橋   大阪 fuji29076 

河内橋   大分 fuji15020 

河内橋   鳥取 fuji05070 

河内橋   島根 fuji41558 

河内橋   徳島 fuji18857 

河内橋   福島 fuji10473 

河内渓橋  大分 fuji25581 

河内小橋  広島 fuji24159 

河内川橋  岡山 fuji17347 

河内川橋  岩手 fuji32076 

河内川橋  香川 fuji37893 

河内川橋  静岡 fuji25725 

河内川橋  鳥取 fuji10694 

河内大橋  広島 fuji24158 

河内谷橋  岡山 fuji19430 

河内谷橋  宮崎 fuji29545 

河内放水路橋 長崎 fuji09599 

河内堀橋  宮城 fuji16677 

河内堀橋  埼玉 fuji53288 

河内堀橋(下り)  

宮城 fuji05152 

河南橋   大阪 fuji05793 

河南高架橋 滋賀 fuji45851 

河平橋   長崎 fuji10886 

河辺橋   愛媛 fuji21487 

河辺橋（川部橋）  

香川 fuji40896 

河北橋   山形 fuji48037 

河堀口架道橋 大阪 fuji23796 

河堀口高架橋 大阪 fuji24351 

河本橋   岡山 fuji22385 

河又橋   愛媛 fuji39112 

河面川橋  岡山 fuji22147 

河木谷河橋 島根 fuji26745 

河野橋（桜橋） 福井 fuji43160 

河野原橋  兵庫 fuji46425 

河野川橋  愛媛 fuji07607 

河和田橋  福井 fuji45946 

河渕橋   岡山 fuji50766 

火の見橋  北海 fuji41323 

火ノ沢橋 宮城   fuji03812 

火ノ谷上橋  島根 fuji07734 

火除橋   東京 fuji04532 

火昇橋   北海 fuji41325 

火尻橋   広島 fuji07519 

火打橋   新潟 fuji45320 

火打谷川橋 島根 fuji26744 

花ケ池橋  滋賀 fuji05756 

花の本橋  大阪 fuji19782 

花ノ木橋   京都 fuji32508 

花の木橋  山形 fuji20304 

花ノ木橋   神奈 fuji22290 

花の木橋  東京 fuji23722 

花井手橋  鹿児 fuji25227 

花園架道橋 神奈 fuji45311 

花園橋   京都 fuji46409 

花園橋   熊本 fuji06363 

花園橋   群馬 fuji49964 

花園橋   埼玉 fuji31286 

花園橋   神奈 fuji02557 

花園橋   石川 fuji43473 

花園橋   千葉 fuji25239 

花園橋   大阪 fuji01741 

花園橋（←落合橋）  

北海 fuji48235 

花園大橋  和歌 fuji37739 

花王橋   愛媛 fuji04217 

花岡橋   山口 fuji41568 

花岡橋   青森 fuji34821 

花岡橋   大阪 fuji22091 

花下橋   神奈 fuji33199 

花巻跨線橋 岩手 fuji45108 

花巻沢橋  長野 fuji11304 

花貫橋   茨城 fuji20311 

花貫川橋  茨城 fuji32611 

花貫川水力一号水路橋  

茨城 fuji14726 

花貫川水力三号水路橋  

茨城 fuji14724 

花貫川水力四号水路橋  

茨城 fuji14725 

花丘一号橋 北海 fuji43081 

花丘三号橋 北海 fuji46539 

花丘四号橋 北海 fuji35020 

花丘二号橋 北海 fuji43082 

花宮橋   大阪 fuji10941 

花京院跨線橋 宮城 fuji31075 

花月橋   神奈 fuji51798 

花月橋   北海 fuji37299 

花月橋（下橋） 福井 fuji28260 

花月川橋  大分 fuji25800 

花見橋   宮崎 fuji32068 

花見橋   群馬 fuji22261 

花見橋   広島 fuji09998 

花見橋   埼玉 fuji27849 

花見橋   山形 fuji15218 

花見橋   新潟 fuji40383 

花見橋   神奈 fuji01826 

花見橋   東京 fuji37218 

花見橋   富山 fuji05251 

花見橋   北海 fuji11271 

花見橋流失 宮崎 fuji11894 

花見跨線橋 北海 fuji41043 

花見川橋  愛媛 fuji19464 

花見川橋  千葉 fuji38060 

花原橋   大分 fuji39298 

花原二号橋 大分 fuji39299 

花香橋   大分 fuji32478 

花才橋   徳島 fuji12370 

花坂橋   山口 fuji41771 

花咲橋   神奈 fuji10733 

花室川橋  茨城 fuji24314 

花宗橋   福岡 fuji19621 

花宗川橋  福岡 fuji25503 

花宗大橋  福岡 fuji37914 

花春橋   北海 fuji37369 

花巡橋   福岡 fuji20444 

花水橋   山梨 fuji41252 

花水橋   神奈 fuji04155 

花水川橋  神奈 fuji53295 

花瀬橋   鹿児 fuji33979 

花瀬橋   徳島 fuji20637 

花瀬吊舟  徳島 fuji16532 

花石橋   北海 fuji38798 

花折橋   兵庫 fuji16322 

花川橋   宮城 fuji26829 

花川橋   山形 fuji01395 

花川橋   静岡 fuji52921 



 ２２ 

花蔵寺橋  愛知 fuji50121 

花多去橋  北海 fuji43076 

花台橋   山形 fuji35331 

花沢橋   山形 fuji03717 

花沢跨線橋 山形 fuji48336 

花壇橋   宮城 fuji00194 

花鳥橋   京都 fuji37759 

花塚橋   岐阜 fuji44515 

花鶴川橋  福岡 fuji45469 

花田橋   佐賀 fuji44642 

花田橋（→白山橋）  

山梨 fuji32360 

花田跨線橋 愛知 fuji27263 

花渡橋（→第二花渡橋）  

鹿児 fuji07439 

花都橋   広島 fuji47718 

花乃井橋  大阪 fuji15847 

花畑橋   宮城 fuji02714 

花畑避溢橋 秋田 fuji15382 

花尾校橋  鹿児 fuji15328 

花峯橋   宮崎 fuji21726 

花房橋   富山 fuji30993 

花房跨線橋 石川 fuji45165 

花木橋   岡山 fuji27724 

花野井橋  茨城 fuji39341 

花立橋   新潟 fuji52551 

花立橋   東京 fuji17883 

花輪橋   岩手 fuji32922 

花輪橋   千葉 fuji09360 

花渕橋   宮城 fuji51221 

茄子橋   静岡 fuji40405 

荷軽井橋  青森 fuji37380 

荷菜橋   北海 fuji43544 

荷坂橋（→小糸やんげ橋）  

三重 fuji49864 

荷付場橋  群馬 fuji32634 

華橋    北海 fuji23369 

華見橋   富山 fuji06498 

華厳橋（坊寺一号橋）  

広島 fuji36431 

華水橋   東京 fuji14462 

華川橋   茨城 fuji22510 

華棚橋     fuji26731 

華渡橋（→第一花渡橋）  

鹿児 fuji14268 

華渡橋（花渡橋）  

鹿児 fuji11474 

華表橋   長野 fuji06639 

蝦夷橋   福島 fuji28581 

蝦穴橋   宮城 fuji23381 

貨物線跨線橋 大阪 fuji18511 

迦陵橋   大阪 fuji05792 

過行橋   愛媛 fuji12313 

霞下橋   神奈 fuji40374 

霞橋    岡山 fuji02371 

霞橋    岐阜 fuji00456 

霞橋    三重 fuji29814 

霞橋    新潟 fuji29737 

霞橋    神奈 fuji13134 

霞橋    鳥取 fuji23429 

霞橋    東京 fuji16455 

霞橋    富山 fuji09034 

霞橋    北海 fuji22598 

霞橋（→中之瀬橋）  

三重 fuji33095 

霞町陸橋  大阪 fuji16931 

蚊屋野橋  滋賀 fuji19702 

蚊口橋   宮崎 fuji40672 

蚊口上橋  宮崎 fuji31820 

蚊竜橋   山口 fuji06751 

蚊龍橋   北海 fuji19661 

俄虫橋   北海 fuji37782 

俄虫大橋  北海 fuji04936 

我喜屋橋  沖縄 fuji25437 

我妻橋   北海 fuji40017 

我山橋   石川 fuji09496 

我部祖河橋 沖縄 fuji09832 

画野橋   宮城 fuji02733 

臥月橋   山口 fuji09499 

臥竜橋   山形 fuji01112 

臥竜橋   山口 fuji05579 

臥竜橋（←鳴鶴橋）  

岐阜 fuji04554 

臥龍橋   大阪 fuji02141 

臥龍橋（→長生橋）   

新潟 fuji02561 

芽室橋   北海 fuji38795 

芽室川橋  北海 fuji10682 

芽室第三号橋 北海 fuji10680 

芽室南橋  北海 fuji10723 

芽吹大橋  千葉 fuji37675 

芽生支線橋 北海 fuji36545 

芽登水路橋 北海 fuji37062 

蛾眉橋   山形 fuji01932 

賀々沢橋  静岡 fuji45174 

賀々美橋  北海 fuji06068 

賀治耶橋  大分 fuji17193 

賀正橋   北海 fuji37378 

賀村橋   滋賀 fuji52505 

賀張川橋  北海 fuji40020 

賀美橋   埼玉 fuji18755 

賀平橋   宮城 fuji24847 

賀茂橋   愛知 fuji48128 

賀茂橋   鳥取 fuji26110 

賀茂大橋  京都 fuji22812 

賀来橋   大分 fuji50326 

賀来川橋  大分 fuji13887 

賀露橋   鳥取 fuji47917 

賀露大橋  鳥取 fuji34071 

賀老の沢橋 北海 fuji48700 

賀老橋   北海 fuji39847 

駕籠橋   富山 fuji01815 

会の川堰橋 埼玉 fuji26894 

会ノ川橋   埼玉 fuji09560 

会々橋   大分 fuji01804 

会青橋   福島 fuji28516 

会青橋（←樒橋）  

福島 fuji22242 

会仙橋   東京 fuji01850 

会仙川橋  東京 fuji03415 

会沢橋   北海 fuji48209 

会津橋   和歌 fuji03087 

会津川橋  和歌 fuji23819 

会田川橋  長野 fuji09272 

回顧橋   栃木 fuji12395 

回春橋   北海 fuji01769 

回漕橋   東京 fuji03283 

塊所橋   宮崎 fuji36541 

廻い橋   香川 fuji07617 

廻り橋   東京 fuji04150 

廻橋    東京 fuji01849 

廻戸橋   岩手 fuji20779 

廻戸橋   神奈 fuji40216 

廻戸川橋  岩手 fuji17256 

廻手橋   京都 fuji50747 

廻栖橋   大分 fuji04261 

廻沢橋   静岡 fuji22324 

廻淵橋   北海 fuji16355 

懐古橋   三重 fuji26999 

改修橋   新潟 fuji17623 

改正橋   東京 fuji11061 

改良橋   新潟 fuji49102 

魁橋    新潟 fuji40073 

魁橋    栃木 fuji50671 

海運橋   三重 fuji23550 

海運橋   東京 fuji02206 

海運橋（海軍橋）  

大分 fuji25802 

海運町架道橋 大阪 fuji37130 

海岸橋   神奈 fuji05239 

海岸橋   福井 fuji11707 

海岸寺橋  愛媛 fuji33417 

海岸寺橋  香川 fuji32477 

海郷橋   愛知 fuji21557 

海軍橋   長崎 fuji29630 

海軍橋   東京 fuji22029 

海軍橋（←佐世保橋）  

長崎 fuji06213 

海軍橋（海運橋）  

大分 fuji25802 

海軍堀橋  東京 fuji34438 

海元橋   大分 fuji42487 

海幸橋   東京 fuji19109 

海砂橋   東京 fuji21099 

海山橋   大阪 fuji16321 

海士剥橋  秋田 fuji37950 

海上橋   広島 fuji20413 

海上沢橋    fuji08308 

海尻橋   長野 fuji00770 

海尻橋   栃木 fuji36017 

海神橋   千葉 fuji40053 

海神跨線橋 千葉 fuji29367 

海神大橋  和歌 fuji18840 

海神津橋  千葉 fuji48161 

海川橋   新潟 fuji04159 

海川橋（竹花橋）  

新潟 fuji03024 

海川口橋  徳島 fuji34086 

海善寺橋  三重 fuji44536 

海善寺橋  長野 fuji26281 

海倉橋   愛知 fuji51293 

海草橋    歌 fuji09323 

海蔵橋   三重 fuji02816 

海蔵川橋  三重 fuji07062 

海沢橋   東京 fuji49497 

海沢橋（←海沢万年橋）  

東京 fuji21765 

海沢万年橋（→海沢橋）  

東京 fuji21765 

海津橋   岐阜 fuji23500 

海通橋   愛媛 fuji19011 

海底橋   神奈 fuji33016 

海添橋   大分 fuji40669 

海田原橋  広島 fuji24492 

海田新橋  広島 fuji48415 

海道橋   新潟 fuji36504 

海道橋   神奈 fuji23997 

海南橋   和歌 fuji26668 

海府大橋  新潟 fuji52303 

海部橋   大阪 fuji15424 

海部橋   徳島 fuji33684 

海部川橋（海辺川橋）  

徳島 fuji18735 

海部大橋  徳島 fuji50295 

海兵団の橋（針尾橋）  

長崎 fuji30711 

海辺一号橋 北海 fuji33465 

海辺橋   東京 fuji00693 

海辺川橋（海部川橋）  

徳島 fuji18735 

海辺大橋  北海 fuji33464 

海門橋   茨城 fuji07361 

海良橋   千葉 fuji31191 

海老橋   愛知 fuji19864 

海老橋   岐阜 fuji11081 

海老橋   広島 fuji25145 

海老取川橋 東京 fuji09265 

海老助橋（→明治橋）  

福井 fuji07570 

海老川橋  愛知 fuji21158 

海老川橋  千葉 fuji43262 

海老川新橋 青森 fuji43427 

海老津橋  福岡 fuji05973 

海藏橋   三重 fuji09662 

灰床橋   鹿児 fuji29861 

灰塚橋   滋賀 fuji49322 

界橋    愛知 fuji27193 

界橋    岩手 fuji30377 

界橋    群馬 fuji04885 

界橋    大分 fuji42649 

界橋    北海 fuji45215 

界川橋   愛知 fuji05419 

界川橋   山形 fuji12866 

界沢橋   山形 fuji30001 

界地橋   兵庫 fuji11109 

皆ノ瀬橋   徳島 fuji51004 

皆勤橋   兵庫 fuji30712 

皆瀬橋   和歌 fuji09171 

皆瀬川橋  熊本 fuji35237 

皆瀬川橋  神奈 fuji52300 

皆瀬川橋  和歌 fuji35809 

皆代橋   埼玉 fuji26751 

皆添橋   福岡 fuji16913 

皆之瀬橋  徳島 fuji18409 

皆木大橋  岡山 fuji42985 

皆野橋   埼玉 fuji26455 

絵笛川橋  北海 fuji26580 

芥川橋   大阪 fuji02423 

蟹久保橋  東京 fuji20040 

蟹穴橋   埼玉 fuji30423 

蟹江橋   静岡 fuji36725 

蟹取橋   千葉 fuji10317 

蟹川橋   愛知 fuji08002 

蟹川橋   山形 fuji04113 

蟹川橋   福島 fuji13630 

蟹沢橋   福島 fuji13266 

蟹沢水管橋 秋田 fuji50933 

蟹沢川橋  岩手 fuji15750 

蟹谷沢橋  山梨 fuji31296 

蟹田橋   青森 fuji04333 

蟹田川橋  静岡 fuji05723 

蟹淵橋   岩手 fuji03782 

蟹矢沢橋  山梨 fuji30343 

開運橋   岩手 fuji06098 

開運橋   岐阜 fuji13729 

開運橋   宮城 fuji06442 

開運橋   佐賀 fuji27182 

開運橋   新潟 fuji09656 

開運橋   青森 fuji35024 

開運橋   栃木 fuji11967 

開運橋   奈良 fuji22738 

開運橋   北海 fuji10857 

開運橋（→新飯田橋）  

新潟 fuji27748 

開運橋（→尾形橋）  

宮城 fuji02958 

開運橋（←兵庫運河第五橋） 

     兵庫 fuji08625 

開運橋（水鳥橋） 

 岐阜 fuji47100 

開栄橋   三重 fuji02061 

開栄橋   北海 fuji48865 

開街橋   埼玉 fuji06114 

開基橋   北海 fuji48263 

開橋    愛知 fuji33751 

開橋    秋田 fuji24309 

開橋    大阪 fuji43643 

開橋    福岡 fuji21722 



 ２３ 

開戸橋   鹿児 fuji52241 

開広橋   北海 fuji51881 

開国橋   山梨 fuji11287 

開国橋   神奈 fuji21702 

開国橋   東京 fuji21914 

開国橋（←堺国橋）  

山梨 fuji08564 

開作橋   山口 fuji46227 

開進橋   東京 fuji49263 

開進橋   栃木 fuji42870 

開進橋   北海 fuji46084 

開世橋   香川 fuji34974 

開成橋   宮城 fuji35504 

開成橋（→河西橋）  

北海 fuji10203 

開成橋（十勝大橋）  

北海 fuji10203 

開盛橋   北海 fuji06629 

開盛跨線橋 北海 fuji39854 

開拓一号橋 岩手 fuji52054 

開拓橋   愛媛 fuji24557 

開拓橋   山梨 fuji51979 

開拓橋   徳島 fuji32594 

開拓橋   北海 fuji39593 

開拓鹿島橋 北海 fuji39660 

開拓新生橋 北海 fuji30983 

開智橋   長野 fuji18794 

開通橋   兵庫 fuji30604 

開田橋   山梨 fuji24508 

開田橋   福井 fuji14342 

開南橋   北海 fuji52671 

開発橋   北海 fuji42094 

開平橋   埼玉 fuji04445 

開閉橋   埼玉 fuji24900 

開閉橋   徳島 fuji21721 

開北橋   宮城 fuji31500 

開明橋   広島 fuji02251 

開明橋   青森 fuji44424 

開明橋   長野 fuji07580 

開明橋   兵庫 fuji12162 

開明橋   北海 fuji41163 

開勇橋   北海 fuji46848 

開陽橋   北海 fuji46813 

開隆橋   北海 fuji43539 

開朧橋   北海 fuji51109 

階子岩橋  長崎 fuji30152 

貝の股橋  香川 fuji23442 

貝屋橋（→中橋） 

 岡山 fuji00457 

貝下上之橋 三重 fuji44537 

貝見橋   三重 fuji28189 

貝原橋   石川 fuji41380 

貝瀬橋   群馬 fuji51255 

貝沢堰橋(下り)  

群馬 fuji21988 

貝沢橋   神奈 fuji18435 

貝津橋   長崎 fuji25431 

貝底橋   鹿児 fuji11530 

貝田橋   大阪 fuji13482 

貝田橋   鳥取 fuji42762 

貝田跨線橋 福島 fuji46128 

貝野川橋  新潟 fuji19136 

貝立橋   静岡 fuji09778 

凱旋橋   愛知 fuji29250 

凱旋橋   茨城 fuji07304 

凱旋橋   埼玉 fuji10463 

凱旋橋   山梨 fuji29663 

凱旋橋   静岡 fuji29247 

凱旋橋   島根 fuji29300 

凱旋橋   東京 fuji10489 

凱旋橋（→水神橋）  

茨城 fuji10485 

外の内橋  茨城 fuji25826 

外苑橋   東京 fuji20267 

外廻橋   千葉 fuji10540 

外環橋   東京 fuji51530 

外形川橋  山形 fuji12861 

外原橋   広島 fuji35065 

外濠橋（常磐橋）  

東京 fuji14993 

外山橋   東京 fuji42900 

外宿橋   茨城 fuji07363 

外出橋   宮城 fuji48881 

外城田橋  三重 fuji03914 

外城田古川避溢橋  

三重 fuji06856 

外川橋   岩手 fuji15909 

外川橋   岐阜 fuji38449 

外川山第一桟橋  

山形 fuji49784 

外川山第三桟橋  

山形 fuji50215 

外川山第二桟橋 

 山形 fuji50214 

外川田橋  東京 fuji53634 

外大橋   愛知 fuji35049 

外南田橋  宮城 fuji03521 

外波川橋  新潟 fuji12599 

外浜橋   福島 fuji13952 

外槙橋   福島 fuji09301 

外輪橋   岐阜 fuji47861 

外輪谷橋  富山 fuji24948 

崖渡橋   岩手 fuji22215 

街道橋   宮城 fuji02294 

鎧掛橋   奈良 fuji50966 

鎧橋    群馬 fuji10054 

鎧橋    神奈 fuji31701 

鎧橋    東京 fuji01845 

鎧橋    北海 fuji37808 

鎧橋（奥沢橋） 東京 fuji13130 

鎧石橋   徳島 fuji30620 

鎧台第一架道橋  

東京 fuji19324 

鎧台第三架道橋  

東京 fuji19326 

鎧台第二架道橋  

東京 fuji19325 

鎧畑陸橋  秋田 fuji35335 

蛙岩橋   宮城 fuji49764 

蛙橋    佐賀 fuji36536 

垣河内橋  大分 fuji32991 

垣生池橋  香川 fuji18244 

垣倉橋（仮名） 和歌 fuji14198 

垣島橋   北海 fuji29156 

柿ケ谷橋  京都 fuji47898 

柿ノ沢橋   福島 fuji15914 

柿ノ木サコ橋 高知 fuji30737 

柿の木橋  愛媛 fuji22582 

柿ノ木橋   鹿児 fuji35855 

柿の木橋  神奈 fuji31702 

柿ノ木橋   大分 fuji17744 

柿の木坂陸橋（駒沢通）  

東京 fuji46751 

柿花橋   大阪 fuji45777 

柿原橋   福岡 fuji51698 

柿根橋   島根 fuji47708 

柿崎橋   宮城 fuji52372 

柿崎橋   新潟 fuji36097 

柿崎川橋  新潟 fuji44987 

柿生立体交差橋  

神奈 fuji45537 

柿早橋   愛媛 fuji35693 

柿其橋   長野 fuji36865 

柿其水路橋 長野 fuji16550 

柿沢橋   富山 fuji27874 

柿添橋   鹿児 fuji13769 

柿田眼鏡橋 静岡 fuji11171 

柿田橋   静岡 fuji23194 

柿田川橋  静岡 fuji04565 

柿洞谷橋  岐阜 fuji14068 

柿本橋   京都 fuji14524 

柿本橋   鹿児 fuji44177 

柿木橋   宮城 fuji22218 

柿木橋   島根 fuji00556 

柿木橋   福岡 fuji29989 

柿木島橋（永代橋）  

長野 fuji01499 

柿野尾橋  徳島 fuji25525 

蛎浜橋   東京 fuji07154 

蛎殼橋   東京 fuji02100 

殻堀橋   秋田 fuji11379 

角の浦橋（興亜橋）  

徳島 fuji47525 

角違橋   青森 fuji08787 

角井橋   島根 fuji05797 

角井川橋  島根 fuji17047 

角越橋   北海 fuji48485 

角屋橋   徳島 fuji33092 

角間川橋（内川橋）  

秋田 fuji02087 

角館街道架道橋  

秋田 fuji48494 

角館橋   秋田 fuji05827 

角橋    北海 fuji08444 

角山橋   北海 fuji45007 

角神橋（東信橋）  

新潟 fuji31430 

角瀬橋   山梨 fuji25261 

角瀬橋   徳島 fuji25161 

角川橋   岐阜 fuji34348 

角川橋   山形 fuji02632 

角川橋   富山 fuji10928 

角善一の橋 神奈 fuji44089 

角善二の橋 神奈 fuji44090 

角谷橋   島根 fuji28109 

角張橋   北海 fuji44665 

角田橋   北海 fuji36671 

角田橋（→枝野橋）  

宮城 fuji51371 

角田大橋  宮城 fuji30679 

角頭橋   大阪 fuji18667 

角堂橋   高知 fuji48441 

角兵衛橋  東京 fuji20692 

角茂谷橋  高知 fuji23835 

角茂谷川橋 徳島 fuji13426 

角野橋   愛媛 fuji25174 

角野新田橋 愛媛 fuji40656 

角由川橋  大阪 fuji46974 

角良橋   青森 fuji05821 

角領橋   岐阜 fuji52132 

郭公橋   北海 fuji41044 

隔間場橋  山形 fuji44279 

学園橋   宮城 fuji31857 

学園橋   東京 fuji46341 

学園橋   徳島 fuji46480 

学園大橋  茨城 fuji53604 

学角橋   北海 fuji46267 

学橋    福岡 fuji29991 

学橋    北海 fuji42211 

学校下橋  鹿児 fuji02630 

学校下橋  神奈 fuji47461 

学校橋   愛知 fuji26298 

学校橋   愛媛 fuji38341 

学校橋   群馬 fuji42541 

学校橋   埼玉 fuji26902 

学校橋   山梨 fuji10260 

学校橋   秋田 fuji19295 

学校橋   新潟 fuji35040 

学校橋   神奈 fuji48910 

学校橋   福井 fuji14291 

学校橋   北海 fuji42208 

学校橋   和歌 fuji09430 

学校前橋  岩手 fuji31276 

学校前橋  北海 fuji53239 

学校通橋  北海 fuji47430 

学校裏跨線人道橋  

神奈 fuji51424 

学窓橋   北海 fuji45228 

学田橋   北海 fuji49922 

学田跨線橋 北海 fuji45082 

学島橋   徳島 fuji35592 

学文路橋  和歌 fuji38182 

学北橋   徳島 fuji41433 

学友橋   北海 fuji52743 

岳下橋   長崎 fuji10462 

岳下橋（←竹之下川橋）  

宮崎 fuji13312 

岳下橋（めがね橋）  

宮崎 fuji04460 

岳下橋（大橋） 宮崎 fuji04460 

岳街道跨線橋 福島 fuji42705 

岳橋    北海 fuji44250 

岳見橋   秋田 fuji31282 

岳見橋   北海 fuji42805 

岳見川橋  熊本 fuji14837 

岳川橋   熊本 fuji14838 

岳南橋   岩手 fuji26825 

楽古橋   北海 fuji08055 

楽古川橋  北海 fuji23664 

楽水橋   東京 fuji51414 

額田第一避溢橋  

茨城 fuji08313 

掛ノ橋   広島 fuji29141 

掛越橋   京都 fuji27667 

掛橋    三重 fuji39249 

掛橋    山口 fuji31612 

掛戸橋   島根 fuji13883 

掛束架道橋 静岡 fuji45682 

掛塚橋   静岡 fuji02197 

掛渡井   長野 fuji18451 

笠ケ鼻橋  三重 fuji34012 

笠井橋   北海 fuji37513 

笠岡橋   秋田 fuji51929 

笠屋橋   香川 fuji49382 

笠下橋   宮崎 fuji32282 

笠下黒原橋 宮崎 fuji12390 

笠間川橋  神奈 fuji37103 

笠間大橋  茨城 fuji21345 

笠間大橋  神奈 fuji52474 

笠懸橋   岡山 fuji47712 

笠原橋   岐阜 fuji47688 

笠原橋   埼玉 fuji08328 

笠原橋（新庄橋） 

 滋賀 fuji27012 

笠子川橋  静岡 fuji05406 

笠師川橋  石川 fuji20096 

笠寺跨線橋 愛知 fuji47882 

笠寺乗越橋 愛知 fuji44929 

笠松橋   岐阜 fuji24989 

笠松橋   熊本 fuji01666 

笠松橋   山口 fuji24778 

笠神橋   宮城 fuji32629 

笠石第一橋 熊本 fuji08380 

笠石第三橋 熊本 fuji08382 

笠石第二橋 熊本 fuji08381 

笠船橋   神奈 fuji35352 

笠谷橋   岐阜 fuji36200 

笠置橋   岐阜 fuji18400 



 ２４ 

笠置橋   京都 fuji12300 

笠置橋   山梨 fuji31793 

笠田橋（川島大橋）  

岐阜 fuji41972 

笠縫跨線橋 埼玉 fuji22922 

笠堀橋   新潟 fuji09314 

笠木橋   和歌 fuji20192 

笠良木橋  大分 fuji32994 

樫王橋   愛知 fuji41722 

樫原橋   徳島 fuji30054 

樫原谷橋  岐阜 fuji53651 

樫原谷橋  徳島 fuji11761 

樫原谷川橋 岐阜 fuji07309 

樫山大橋  愛知 fuji29103 

樫滝橋   長崎 fuji39129 

樫谷橋   石川 fuji42914 

樫野橋   大分 fuji47006 

橿原橋   奈良 fuji30046 

梶ケ坂１号跨道橋  

三重 fuji47316 

梶ケ坂４号跨道橋  

三重 fuji47317 

梶ケ坂６号跨道橋  

三重 fuji47318 

梶屋橋   熊本 fuji07214 

梶屋橋   徳島 fuji26696 

梶橋    高知 fuji27106 

梶橋    山口 fuji28901 

梶原街道人道跨線橋  

東京 fuji20039 

梶原跨道橋 神奈 fuji47404 

梶江橋   岡山 fuji16146 

梶山橋   宮崎 fuji19101 

梶山橋   神奈 fuji51870 

梶取橋   京都 fuji28471 

梶洗橋   愛知 fuji20494 

梶谷橋   北海 fuji46521 

梶谷川橋  長野 fuji49288 

梶田橋     fuji05380 

梶田陸橋  岡山 fuji24143 

梶島橋   岐阜 fuji34924 

梶尾橋   広島 fuji31563 

梶無川橋  茨城 fuji18748 

梶木橋   長崎 fuji03104 

梶野橋   東京 fuji47817 

鰍瀬橋   秋田 fuji47441 

潟橋    沖縄 fuji10149 

潟前橋   新潟 fuji46176 

割橋橋   兵庫 fuji25484 

割後場橋  大分 fuji41459 

割壕川橋  熊本 fuji14213 

割子谷橋  大分 fuji03968 

割芝橋   静岡 fuji13666 

割手別川橋 北海 fuji09543 

割場橋   兵庫 fuji34518 

割石橋   香川 fuji31814 

割石第一橋 岐阜 fuji46598 

割谷橋   埼玉 fuji50679 

割谷橋   島根 fuji41563 

割塚第一架道橋  

兵庫 fuji27965 

割塚第三架道橋  

兵庫 fuji27683 

割塚第四架道橋  

兵庫 fuji27967 

割塚第二架道橋  

兵庫 fuji27966 

割塚通第一架道橋  

兵庫 fuji23348 

割塚通第五架道橋  

兵庫 fuji23352 

割塚通第三架道橋  

兵庫 fuji23350 

割塚通第四架道橋  

兵庫 fuji23351 

割塚通第二架道橋  

兵庫 fuji23349 

割田末架道橋 愛知 fuji45726 

活汲橋   北海 fuji17801 

活込橋   北海 fuji16967 

活平橋   北海 fuji39323 

滑り橋   岩手 fuji44429 

滑下橋   宮城 fuji02718 

滑若橋   北海 fuji38799 

滑瀬橋   大分 fuji00318 

滑川一号橋 大分 fuji01269 

滑川橋   岡山 fuji20626 

滑川橋   熊本 fuji01309 

滑川橋   群馬 fuji29398 

滑川橋   鹿児 fuji14142 

滑川橋   大分 fuji32179 

滑川橋   長野 fuji00986 

滑川橋   福島 fuji23124 

滑川二号橋 大分 fuji01270 

滑沢橋   群馬 fuji31418 

滑沢橋   福島 fuji09030 

滑谷橋   広島 fuji52186 

滑津橋   岡山 fuji06552 

滑津橋   長野 fuji06146 

滑津橋   福島 fuji26858 

滑田橋   山形 fuji30075 

滑田橋   長崎 fuji43688 

葛ケ谷橋  徳島 fuji25524 

葛下橋   岡山 fuji24120 

葛巻避溢橋 滋賀 fuji45852 

葛原橋   広島 fuji00474 

葛原橋   高知 fuji44634 

葛原橋   秋田 fuji44440 

葛根田橋  岩手 fuji02478 

葛根田川橋 岩手 fuji16166 

葛城橋   愛媛 fuji17061 

葛城橋   徳島 fuji31455 

葛城橋（←香雲寺橋）  

岡山 fuji22642 

葛城川橋  奈良 fuji21232 

葛飾橋   東京 fuji12244 

葛信橋   高知 fuji17383 

葛西橋   岩手 fuji32777 

葛西橋   東京 fuji20033 

葛西小橋  東京 fuji20034 

葛西用水橋 埼玉 fuji04678 

葛川橋   愛媛 fuji32173 

葛川橋   神奈 fuji44805 

葛沢橋   青森 fuji03207 

葛塚橋     fuji36262 

葛島橋   高知 fuji07608 

葛島大橋  高知 fuji19014 

葛島天竜橋 長野 fuji11149 

葛部沢橋  岩手 fuji31853 

葛野橋   京都 fuji49324 

葛野川橋  山梨 fuji52349 

葛葉橋   宮崎 fuji27370 

葛葉橋   神奈 fuji36578 

葛葉高架橋 宮崎 fuji48453 

葛和田橋  栃木 fuji41648 

葛籠橋   徳島 fuji20425 

葛籠谷橋  三重 fuji49577 

葛籠淵橋  宮城 fuji02492 

葛藪橋   大分 fuji48832 

且過橋   福岡 fuji01077 

鰹座橋   大阪 fuji03342 

叶橋    愛知 fuji43134 

叶橋    大阪 fuji15816 

叶橋    兵庫 fuji41948 

叶橋（←妻恋橋）  

北海 fuji25868 

叶谷高架橋 東京 fuji51739 

叶津橋   福島 fuji08066 

叶津川橋  福島 fuji37012 

樺崎八幡宮橋 栃木 fuji11259 

樺瀬橋   岐阜 fuji40100 

株谷橋   鹿児 fuji44657 

株田橋   静岡 fuji32672 

兜橋    東京 fuji04760 

兜橋    奈良 fuji27048 

兜川橋   埼玉 fuji05967 

兜川橋   長野 fuji11298 

兜塚橋   宮城 fuji32188 

兜野橋   北海 fuji07627 

蒲井橋   京都 fuji39527 

蒲河橋   長崎 fuji16338 

蒲刈大橋  広島 fuji52363 

蒲郡架道橋 愛知 fuji45711 

蒲原橋   静岡 fuji30223 

蒲生橋   宮城 fuji51381 

蒲生橋   鹿児 fuji29355 

蒲生橋   福島 fuji40803 

蒲生川橋  鳥取 fuji11651 

蒲生川橋  福島 fuji37010 

蒲川橋   三重 fuji52158 

蒲田橋   東京 fuji22043 

蒲田橋   兵庫 fuji02158 

蒲田橋（新橋起点 7 まいる 19

ちえん）   東京 fuji02894 

蒲田橋（新橋起点 7 まいる 49

ちえん）   東京 fuji02895 

蒲田跨線橋 東京 fuji41940 

蒲田津橋  佐賀 fuji24202 

釜ケ谷橋  高知 fuji11995 

釜ノ川橋   愛媛 fuji25418 

釜ノ川橋   宮城 fuji04092 

釜の倉橋  愛媛 fuji30904 

釜の沢橋  秋田 fuji16647 

釜の沢橋  青森 fuji42835 

釜ノ沢橋   静岡 fuji30380 

釜屋橋   三重 fuji14364 

釜屋橋   山口 fuji36530 

釜屋橋   福岡 fuji30704 

釜屋川橋  新潟 fuji13384 

釜下橋   静岡 fuji25012 

釜灰橋   福島 fuji23929 

釜戸橋   岐阜 fuji22204 

釜戸橋   山梨 fuji40742 

釜戸橋   大分 fuji53916 

釜口サイホン橋  

静岡 fuji30389 

釜口橋   山梨 fuji40791 

釜口橋   静岡 fuji00040 

釜口橋   長野 fuji02133 

釜上橋   静岡 fuji35373 

釜神橋   千葉 fuji16452 

釜石鉄道小川線第四橋  

岩手 fuji03698 

釜石鉄道第九橋  

岩手 fuji03408 

釜石鉄道第五橋  

岩手 fuji03405 

釜石鉄道第三橋  

岩手 fuji03505 

釜石鉄道第四橋  

岩手 fuji03506 

釜石鉄道第七橋  

岩手 fuji03406 

釜石鉄道第十一橋  

岩手 fuji03410 

釜石鉄道第十橋  

岩手 fuji03409 

釜石鉄道第十五橋  

岩手 fuji03412 

釜石鉄道第十三橋  

岩手 fuji03411 

釜石鉄道第十七橋  

岩手 fuji03413 

釜石鉄道第十二橋  

岩手 fuji03508 

 

釜石鉄道第二橋  

岩手 fuji03504 

釜石鉄道第八橋  

岩手 fuji03407 

釜石鉄道第六橋  

岩手 fuji03507 

釜石陸橋  岩手 fuji39331 

釜川橋   新潟 fuji48757 

釜倉放水路橋   fuji36899 

釜沢橋   山梨 fuji41384 

釜谷橋   静岡 fuji27641 

釜谷橋   石川 fuji01031 

釜谷橋   徳島 fuji09807 

釜谷橋   北海 fuji49660 

釜谷崎橋  宮城 fuji32323 

釜谷川橋  北海 fuji21963 

釜谷大橋  石川 fuji46637 

釜田川橋  神奈 fuji44087 

釜島橋   長崎 fuji04619 

釜島川橋  兵庫 fuji06014 

釜糖橋   宮城 fuji47625 

釜淵橋   岐阜 fuji18396 

釜房橋   宮城 fuji03513 

釜無川橋  山梨 fuji14684 

鎌の沢橋  秋田 fuji47778 

鎌取橋   埼玉 fuji01300 

鎌瀬橋   徳島 fuji37597 

鎌倉橋   岩手 fuji09636 

鎌倉橋   埼玉 fuji09309 

鎌倉橋   神奈 fuji48903 

鎌倉橋   長野 fuji51983 

鎌倉橋   東京 fuji20784 

鎌倉橋   兵庫 fuji25092 

鎌沢橋   秋田 fuji13935 

鎌田橋   宮城 fuji03800 

鎌田橋   京都 fuji40600 

鎌田橋   三重 fuji06171 

鎌田橋   静岡 fuji05881 

鎌田橋   東京 fuji46338 

鎌田橋   兵庫 fuji03731 

鎌田橋（平神橋）  

福島 fuji06456 

鎌田跨線橋 静岡 fuji10088 

鎌田高架  静岡 fuji41476 

鎌田川架道橋 兵庫 fuji15149 

鎌田川橋  茨城 fuji18575 

鎌土橋   長崎 fuji53533 

鴨浦橋   石川 fuji52894 

鴨押橋   群馬 fuji29189 

鴨居橋   神奈 fuji53490 

鴨居跨線人道橋  

神奈 fuji53064 

鴨居寺橋  山梨 fuji23862 

鴨橋    山口 fuji00794 

鴨橋    滋賀 fuji07910 

鴨橋（→藤樹橋）  

滋賀 fuji16475 

鴨鹿谷橋  徳島 fuji26706 

鴨狩橋   山梨 fuji50004 

鴨庄橋   香川 fuji09045 

鴨川橋   岐阜 fuji25696 

鴨川橋   京都 fuji03155 



 ２５ 

鴨川橋   香川 fuji11119 

鴨川橋   滋賀 fuji09782 

鴨川新橋  香川 fuji51083 

鴨川水路橋 兵庫 fuji43901 

鴨川大橋  埼玉 fuji52838 

鴨沢橋   東京 fuji36799 

鴨谷川橋  岡山 fuji20224 

鴨池橋   神奈 fuji52264 

鴨津橋   北海 fuji45045 

鴨田橋   高知 fuji45805 

鴨田橋   新潟 fuji02562 

鴨島新橋  徳島 fuji34746 

鴨部橋   愛媛 fuji53133 

鴨部川橋  香川 fuji11353 

鴨落架道橋 宮城 fuji50517 

鴨落橋   山形 fuji21549 

茅ノ浦橋   岡山 fuji49360 

茅橋架道橋 東京 fuji23981 

茅実川橋  北海 fuji01724 

茅場橋   東京 fuji20921 

茅吹手沈下橋 高知 fuji41450 

茅生橋   高知 fuji48977 

茅町橋陸橋 東京 fuji24246 

茅武橋   北海 fuji51570 

茅野駅跨線橋 長野 fuji24598 

茅野橋   長野 fuji04384 

茅呂沢橋  北海 fuji33460 

萱ケ森橋  宮城 fuji49768 

萱ノ沢橋   岩手 fuji11377 

萱刈橋   宮城 fuji02277 

萱原橋   香川 fuji42451 

萱場橋   山形 fuji23120 

萱場橋   新潟 fuji38424 

萱倉沢橋 山形 fuji51240 

萱草橋   秋田 fuji28148 

萱谷橋   宮崎 fuji34217 

萱町橋   愛知 fuji15178 

萱津橋   愛知 fuji27264 

萱無田橋  長崎 fuji46009 

萱野橋   京都 fuji38743 

萱野橋   山形 fuji48029 

萱野橋   北海 fuji12568 

粥見橋   三重 fuji17235 

粥田橋   福岡 fuji31950 

刈安架道橋 愛知 fuji45733 

刈安橋   石川 fuji24952 

刈屋橋（古屋橋）  

長野 fuji21617 

刈宿橋   愛知 fuji39152 

刈倉橋   高知 fuji39284 

刈藻川橋  兵庫 fuji23354 

刈谷橋   愛知 fuji26055 

刈谷跨線橋 愛知 fuji39367 

刈谷田橋  新潟 fuji11285 

刈谷田川橋 新潟 fuji07990 

刈谷田川橋 新潟 fuji13855 

刈分橋   兵庫 fuji15444 

刈又橋   宮城 fuji02274 

刈和野橋  秋田 fuji07749 

刈和野跨線橋 秋田 fuji48330 

苅安橋   岐阜 fuji20598 

苅萱橋   広島 fuji51835 

苅藻島可動橋 兵庫 fuji22652 

瓦屋橋   大阪 fuji00807 

瓦橋    岡山 fuji23852 

瓦橋    静岡 fuji20352 

瓦斯橋   神奈 fuji02057 

瓦谷橋   山口 fuji16905 

瓦町橋   東京 fuji22949 

瓦田橋   福岡 fuji24407 

瓦木西高架橋 兵庫 fuji45863 

瓦木東高架橋 兵庫 fuji45864 

瓦落橋   鹿児 fuji09513 

乾橋    滋賀 fuji26653 

乾橋    青森 fuji04510 

乾橋    大阪 fuji10500 

乾後川橋  岡山 fuji09919 

乾田川橋  山口 fuji22161 

冠橋    石川 fuji40542 

冠着橋   長野 fuji36507 

寒河江川橋 山形 fuji05225 

寒狭橋   愛知 fuji03183 

寒狭川橋  愛知 fuji16730 

寒月橋   北海 fuji30312 

寒須橋   大分 fuji12774 

寒川橋   神奈 fuji40532 

寒川橋   北海 fuji42080 

寒川橋   和歌 fuji30008 

寒川大橋  神奈 fuji30651 

寒川大橋  千葉 fuji27745 

寒泉橋   北海 fuji40338 

寒沢橋   青森 fuji35719 

寒谷橋   大阪 fuji25483 

寒谷橋   徳島 fuji47151 

寒念仏橋  群馬 fuji00965 

寒風橋   滋賀 fuji09150 

寒風沢橋（矢楯橋） 

 宮城 fuji37600 

寒別橋   北海 fuji47026 

寒葉川橋  徳島 fuji30441 

勘右衛門橋 山口 fuji26132 

勘解由橋  岡山 fuji33943 

勘久川橋  福岡 fuji07286 

勘七脇橋  東京 fuji01607 

勘十郎橋  福島 fuji26860 

勘助前橋  石川 fuji47845 

勘蔵橋   長崎 fuji14419 

勘六橋   愛知 fuji32376 

勘六橋   福岡 fuji12329 

勧修寺橋  京都 fuji43480 

勧進橋   京都 fuji03922 

勧進橋   高知 fuji18145 

勧進橋（中山橋）  

三重 fuji01369 

勧進寺橋  京都 fuji29420 

巻橋    青森 fuji03196 

巻橋（→神居大橋）  

北海 fuji07953 

巻渕橋   秋田 fuji40707 

官舎橋   北海 fuji41809 

官人橋（←川上橋）  

佐賀 fuji14707 

寛永寺橋  東京 fuji20330 

干河橋   鹿児 fuji07246 

干潟大橋  千葉 fuji37969 

干城橋   佐賀 fuji28806 

干城橋   北海 fuji42315 

干渡橋   福岡 fuji26169 

幹橋    岡山 fuji32262 

幹線橋   北海 fuji49648 

感恩橋   宮城 fuji23382 

感田橋   大阪 fuji29816 

感田橋   福岡 fuji23280 

換川橋   岡山 fuji28959 

柑子橋   愛知 fuji46949 

歓喜橋   新潟 fuji20583 

歓喜橋   北海 fuji34651 

歓喜寺橋  和歌 fuji24375 

汗見川橋  高知 fuji46999 

汗尾橋   愛知 fuji32952 

漢那橋   沖縄 fuji09828 

環７放７立体交差橋（豊玉陸

橋）    東京 fuji44853 

環状四号線架道橋  

東京 fuji49570 

環八高架橋 東京 fuji51549 

甘柿橋   神奈 fuji30524 

甘楽橋（→富岡大橋）  

群馬 fuji52526 

甘枝橋   徳島 fuji28105 

甘枝川橋  高知 fuji18022 

甘酒橋   神奈 fuji42239 

甘城橋   大阪 fuji19573 

甘水橋   北海 fuji49435 

甘付橋   宮崎 fuji30630 

甘木橋   福岡 fuji02191 

監原橋   福岡 fuji16866 

監獄署前橋 北海 fuji04044 

監獄署裏橋 北海 fuji04045 

監物橋   兵庫 fuji10501 

竿の川橋  香川 fuji12923 

管掛用水水路橋 

 岡山 fuji08027 

管城橋   北海 fuji33857 

管田橋   愛媛 fuji38514 

管波橋   岩手 fuji26822 

肝属川橋  鹿児 fuji29091 

観・橋   広島 fuji00210 

観音井路橋 大阪 fuji50027 

観音架道橋 宮城 fuji50514 

観音橋   岡山 fuji26536 

観音橋   岩手 fuji37185 

観音橋   岐阜 fuji16009 

観音橋   宮城 fuji24848 

観音橋   熊本 fuji03966 

観音橋   群馬 fuji29801 

観音橋   広島 fuji12976 

観音橋   埼玉 fuji22267 

観音橋   鹿児 fuji40678 

観音橋   秋田 fuji50656 

観音橋   神奈 fuji18085 

観音橋   青森 fuji38267 

観音橋   大分 fuji07242 

観音橋   長野 fuji21909 

観音橋   島根 fuji34597 

観音橋   東京 fuji14860 

観音橋   栃木 fuji34328 

観音橋   奈良 fuji38029 

観音橋   福島 fuji23930 

観音橋   兵庫 fuji21450 

観音橋   北海 fuji27790 

観音橋   和歌 fuji37738 

観音寺橋  埼玉 fuji29942 

観音寺橋  山形 fuji48727 

観音寺橋  山口 fuji17105 

観音寺橋  和歌 fuji34068 

観音寺高架橋 神奈 fuji52877 

観音寺川橋 福島 fuji12867 

観音川橋  神奈 fuji32567 

観音沢スジカイ橋  

長野 fuji31032 

観音谷戸高架橋  

神奈 fuji52851 

観音堂架道橋 福島 fuji46122 

観音堂西橋 宮城 fuji53004 

観音堂川橋 香川 fuji12928 

観音林東架道橋 

 兵庫 fuji29587 

観海寺橋  大分 fuji16112 

観喜橋   新潟 fuji42244 

観魚橋   北海 fuji38883 

観空寺橋  京都 fuji47703 

観蛍橋（鮎沢大橋、大橋，鮎沢 

橋）   長野 fuji00593 

観蛍橋大橋（大橋）  

長野 fuji00904 

観月橋   香川 fuji23441 

観月橋   山口 fuji46223 

観月橋   千葉 fuji37412 

観月橋   福島 fuji04867 

観月橋   北海 fuji32294 

観月橋（←豊後橋）  

京都 fuji01928 

観月川橋  山口 fuji14923 

観光橋   広島 fuji28758 

観光橋   香川 fuji26148 

観光橋   富山 fuji21395 

観光橋   福岡 fuji44636 

観晃橋   栃木 fuji08529 

観鐘橋   徳島 fuji20258 

観世大橋  京都 fuji44555 

観船橋   広島 fuji24450 

観潮橋   長崎 fuji28302 

観潮橋   徳島 fuji13690 

観涛橋   広島 fuji02838 

観農橋   新潟 fuji40068 

観波橋   岡山 fuji14376 

貫井橋   滋賀 fuji40263 

貫栄橋   北海 fuji42098 

貫気別橋  北海 fuji43733 

貫気別川橋 北海 fuji19981 

貫見大橋（新津江橋）  

熊本 fuji52281 

貫原橋   熊本 fuji01289 

貫口橋   鹿児 fuji38243 

貫川橋   滋賀 fuji49321 

貫道橋   広島 fuji43922 

貫別川橋  北海 fuji09619 

貫木橋   福島 fuji23388 

鑑内橋   熊本 fuji01130 

間の坂架道橋 東京 fuji53050 

間ノ内橋  f   uji17262 

間阿原避溢橋   fuji45677 

間橋    鹿児 fuji01247 

間橋（←綾戸橋） 

 群馬 fuji33585 

間橋（綾戸橋） 群馬 fuji42881 

間古毛川橋 福井 fuji07498 

間戸（水車）橋 大分 fuji01083 

間戸橋   福井 fuji42917 

間戸水車橋 大分 fuji01356 

間崎橋   熊本 fuji04239 

間手橋   新潟 fuji40385 

間上橋   香川 fuji36635 

間川橋   兵庫 fuji25084 

間地橋   大分 fuji16106 

間中橋   栃木 fuji47063 

間庭橋   大分 fuji05356 

間島橋   富山 fuji47285 

間藤橋   栃木 fuji10430 

間内平橋  新潟 fuji53641 

間柏原橋  宮崎 fuji44772 

間浜橋   愛知 fuji41403 

間敷橋   和歌 fuji20400 

間平陸橋  北海 fuji17848 

間峰橋   東京 fuji30781 

間木野橋  岩手 fuji42138 

間木野橋  山形 fuji40195 

間門橋   東京 fuji24270 

間野谷橋  群馬 fuji05676 

閑上橋   宮城 fuji50364 

閑林寺橋  京都 fuji40605 

関ケ原一の橋 群馬 fuji31522 

関ケ原二の橋 群馬 fuji31523 

関ノ下橋   宮城 fuji02285 

関の橋   徳島 fuji39553 

関ノ元川橋  高知 fuji18313 

関ノ口橋   大阪 fuji15421 



 ２６ 

関ノ江橋   大分 fuji04021 

関の沢橋  静岡 fuji34281 

関の沢橋  北海 fuji49920 

関屋橋   山形 fuji50210 

関屋川橋  福井 fuji16379 

関下橋   宮城 fuji02698 

関下橋   神奈 fuji49084 

関金橋   鳥取 fuji28724 

関戸橋   東京 fuji24681 

関戸橋   栃木 fuji47800 

関戸橋（→湊大橋）  

茨城 fuji20566 

関口橋   岩手 fuji21670 

関口橋   新潟 fuji29220 

関口橋   東京 fuji21097 

関口跨線橋 秋田 fuji48326 

関口避溢橋 新潟 fuji12492 

関根橋   茨城 fuji37963 

関根橋   岩手 fuji53745 

関崎橋   長野 fuji06952 

関山橋   新潟 fuji17929 

関山沢橋  長野 fuji11314 

関産橋   神奈 fuji50389 

関寺橋   滋賀 fuji24745 

関宿橋   千葉 fuji24459 

関所橋（上橋） 長野 fuji00042 

関所跨線人道橋   

長野 fuji11166 

関所谷橋  大分 fuji46013 

関新橋   東京 fuji40519 

関生橋   山形 fuji23923 

関西橋   三重 fuji05778 

関西線跨線橋 三重 fuji34505 

関西線跨線橋 大阪 fuji15815 

関西線乗越橋 愛知 fuji44933 

関川橋   愛知 fuji53820 

関川橋   愛媛 fuji15956 

関川橋   新潟 fuji02386 

関川橋（→今池橋）  

新潟 fuji26937 

関川橋（←今太橋）  

新潟 fuji09122 

関川大橋  愛媛 fuji26149 

関沢橋   茨城 fuji51945 

関谷架道橋 福島 fuji46126 

関谷橋   茨城 fuji40495 

関谷橋   宮城 fuji03518 

関谷橋   静岡 fuji07893 

関谷橋   大分 fuji35633 

関谷橋   兵庫 fuji42179 

関内橋   北海 fuji52685 

関之橋   神奈 fuji39228 

関之沢橋  静岡 fuji32615 

関之沢水管橋 静岡 fuji36028 

関彦橋   山口 fuji31653 

関富橋   熊本 fuji04243 

関目駅橋  大阪 fuji25075 

関目第一架道橋 

 大阪 fuji25388 

関目第三架道橋 

 大阪 fuji25389 

関目第二架道橋  

大阪 fuji24753 

関野橋   神奈 fuji52536 

関野橋   東京 fuji49259 

関渕橋   奈良 fuji24106 

館ケ沢橋  宮城 fuji05997 

館ノ下橋   群馬 fuji45128 

館の橋   秋田 fuji24307 

館ノ原橋   福島 fuji09028 

館岡橋   青森 fuji03747 

館下橋   宮城 fuji02262 

館橋    三重 fuji47887 

館橋    東京 fuji25258 

館原橋   熊本 fuji01316 

館坂橋   岩手 fuji31855 

館山橋   秋田 fuji49062 

館山橋   北海 fuji30414 

館山大橋  千葉 fuji41214 

館石橋(下り) 群馬 fuji06620 

館川橋   北海 fuji49906 

館沢橋   宮城 fuji52066 

館町橋   青森 fuji52999 

館林駅構内架道橋  

群馬 fuji40332 

丸ノ川橋   高知 fuji26732 

丸ノ内橋   東京 fuji22277 

丸井橋   香川 fuji19729 

丸井橋   徳島 fuji18367 

丸井北橋  香川 fuji32980 

丸一橋（←丸市橋）  

大阪 fuji26575 

丸岡橋   北海 fuji38564 

丸岡高架橋 大阪 fuji44016 

丸亀街道陸橋 香川 fuji16803 

丸亀橋   香川 fuji14704 

丸駒橋   北海 fuji46836 

丸山橋   愛知 fuji07638 

丸山橋   愛媛 fuji30697 

丸山橋   岐阜 fuji07098 

丸山橋   京都 fuji38469 

丸山橋   熊本 fuji03692 

丸山橋   群馬 fuji26884 

丸山橋   広島 fuji46222 

丸山橋   香川 fuji34021 

丸山橋   三重 fuji36415 

丸山橋   山梨 fuji37431 

丸山橋   鹿児 fuji07805 

丸山橋   新潟 fuji43601 

丸山橋   大分 fuji15022 

丸山橋   長崎 fuji37497 

丸山橋   長野 fuji33142 

丸山橋   鳥取 fuji41893 

丸山橋   東京 fuji32231 

丸山橋   徳島 fuji29706 

丸山橋   福井 fuji07859 

丸山橋   兵庫 fuji41284 

丸山橋   北海 fuji23366 

丸山橋   和歌 fuji47912 

丸山小橋  北海 fuji42674 

丸山斉橋  和歌 fuji46435 

丸山川橋  千葉 fuji17868 

丸山大橋  兵庫 fuji53148 

丸山第一橋 三重 fuji36417 

丸山陸橋  東京 fuji39151 

丸子橋   群馬 fuji12125 

丸子橋   山形 fuji08520 

丸子橋   秋田 fuji15215 

丸子橋   長野 fuji12681 

丸子橋   東京 fuji26435 

丸子橋（大曲橋）  

秋田 fuji00367 

丸子川橋  秋田 fuji10217 

丸子川橋  静岡 fuji05715 

丸市橋（→丸一橋）  

大阪 fuji26575 

丸重吾橋  北海 fuji42514 

丸松橋   北海 fuji36308 

丸沼橋   宮城 fuji02975 

丸森橋（←逢隈橋）  

宮城 fuji12208 

丸森新橋  宮城 fuji38842 

丸森船橋  宮城 fuji06764 

丸須橋   徳島 fuji44137 

丸瀬布橋  北海 fuji43334 

丸瀬布川橋 北海 fuji19283 

丸石橋   新潟 fuji47672 

丸太橋   大分 fuji25585 

丸太橋   東京 fuji01976 

丸太橋   徳島 fuji18301 

丸太町橋  京都 fuji04395 

丸滝橋   新潟 fuji51967 

丸池橋   高知 fuji51006 

丸池橋   徳島 fuji41432 

丸竹橋   石川 fuji26487 

丸塚橋   茨城 fuji38279 

丸田橋   愛媛 fuji02377 

丸田橋（梓川橋）  

長野 fuji17097 

丸田川橋  京都 fuji44554 

丸島可動橋 兵庫 fuji38620 

丸島橋   和歌 fuji10639 

丸梅橋   徳島 fuji28217 

丸畑橋   広島 fuji50291 

丸八橋   東京 fuji31665 

丸尾橋   三重 fuji51996 

丸尾橋   大分 fuji50822 

丸尾橋   長崎 fuji40315 

丸尾橋   鳥取 fuji05303 

丸淵橋   宮崎 fuji24784 

丸淵橋   大分 fuji04258 

丸堀橋   佐賀 fuji18200 

丸堀子橋  埼玉 fuji21050 

丸本橋   北海 fuji47016 

丸木橋   大阪 fuji04578 

丸木橋   長崎 fuji31819 

丸木橋   東京 fuji22282 

丸野橋   長野 fuji45499 

丸林橋   熊本 fuji01462 

丸林橋   山梨 fuji37709 

丸渕橋   福岡 fuji20439 

丸渕橋   和歌 fuji25485 

岸ケ森橋  宮城 fuji40705 

岸の上橋  大分 fuji46246 

岸橋    埼玉 fuji13376 

岸橋    東京 fuji21533 

岸見橋   大阪 fuji27670 

岸根橋   神奈 fuji43598 

岸上橋   京都 fuji20372 

岸上橋   和歌 fuji32388 

岸谷橋   静岡 fuji17935 

岸田川橋  兵庫 fuji12524 

岸之本橋  大阪 fuji20796 

岸辺橋   大阪 fuji38915 

岸本橋   岡山 fuji49366 

岸本橋   高知 fuji50804 

岸野橋   鳥取 fuji04407 

巌橋    岡山 fuji27991 

巌橋    佐賀 fuji07039 

巌橋    長野 fuji24595 

巌橋    兵庫 fuji02437 

巌橋    北海 fuji12177 

巌橋（悪太郎橋）  

長崎 fuji14125 

巌見橋   北海 fuji48684 

巌城橋   鳥取 fuji05904 

巌石橋   長野 fuji02001 

巌倉橋   島根 fuji47709 

巌望橋   北海 fuji13298 

巌本橋   東京 fuji20691 

巌吼寺眼鏡橋 長崎 fuji01120 

眼鏡橋   愛媛 fuji30699 

眼鏡橋   沖縄 fuji09515 

眼鏡橋   宮崎 fuji30154 

眼鏡橋   群馬 fuji18342 

眼鏡橋   広島 fuji05975 

眼鏡橋   佐賀 fuji18452 

眼鏡橋   三重 fuji14298 

眼鏡橋   山口 fuji14124 

眼鏡橋   大分 fuji07658 

眼鏡橋   長崎 fuji46743 

眼鏡橋   東京 fuji14992 

眼鏡橋   福井 fuji12768 

眼鏡橋   福島 fuji40493 

眼鏡橋（綱取橋）  

山形 fuji04283 

眼鏡橋（城山三連橋）  

福岡 fuji05635 

眼鏡橋（大加勢橋）  

佐賀 fuji18453 

眼鏡橋（万代橋）  

山形 fuji03690 

眼鏡石橋（竹原めがね橋）  

静岡 fuji07451 

岩ツ橋   山形 fuji47791 

岩の下橋  大分 fuji43042 

岩の沢橋  北海 fuji43546 

岩ノ脇橋   青森 fuji39190 

岩井橋   愛知 fuji16535 

岩井橋   茨城 fuji15989 

岩井橋   東京 fuji03020 

岩井橋   栃木 fuji19035 

岩井橋   奈良 fuji09797 

岩井川橋  宮崎 fuji37753 

岩井谷橋  宮崎 fuji31348 

岩井谷橋  徳島 fuji34080 

岩井谷橋  富山 fuji46350 

岩井堂橋  埼玉 fuji25301 

岩稲橋   富山 fuji45164 

岩堰橋   愛媛 fuji17148 

岩岡橋   茨城 fuji42383 

岩岡橋（中央橋）  

長野 fuji28262 

岩屋下跨線橋 愛知 fuji43850 

岩屋橋   愛媛 fuji50441 

岩屋橋   香川 fuji07649 

岩屋橋   山口 fuji53872 

岩屋橋   鹿児 fuji25228 

岩屋橋   大分 fuji40320 

岩屋橋   福井 fuji21398 

岩屋橋   兵庫 fuji36281 

岩屋戸橋  宮崎 fuji24563 

岩屋山橋  山口 fuji07527 

岩屋上橋  長崎 fuji30120 

岩屋西橋  兵庫 fuji16752 

岩屋谷橋  大阪 fuji18644 

岩下橋   茨城 fuji49961 

岩下橋   宮崎 fuji53923 

岩下橋   山梨 fuji41872 

岩下橋   鹿児 fuji07969 

岩下橋   秋田 fuji35727 

岩下橋   長崎 fuji19169 

岩下橋（五斗眼鏡橋）  

熊本 fuji01096 

岩滑橋   岩手 fuji38816 

岩滑沢橋  岩手 fuji17254 

岩澗橋   北海 fuji02440 

岩間橋   京都 fuji10825 

岩間橋   高知 fuji48976 

岩間橋   北海 fuji39178 

岩間川橋  高知 fuji39285 

岩館橋   北海 fuji39825 

岩丸橋   徳島 fuji49169 

岩丸川橋  福岡 fuji07725 

岩魚橋   北海 fuji38973 

岩橋    岐阜 fuji39057 

岩橋    宮城 fuji03821 

岩橋    大分 fuji01153 



 ２７ 

岩橋    長崎 fuji02593 

岩栗橋   佐賀 fuji03101 

岩栗橋   北海 fuji51128 

岩穴橋   岐阜 fuji29234 

岩見橋   岡山 fuji33987 

岩見橋   静岡 fuji33915 

岩見橋   北海 fuji10718 

岩見川橋  秋田 fuji09899 

岩見沢跨線橋 北海 fuji49473 

岩見沢大橋 北海 fuji39717 

岩見沢陸橋 北海 fuji46765 

岩元橋   熊本 fuji01452 

岩元橋   鹿児 fuji14140 

岩原橋   長崎 fuji14322 

岩戸橋   京都 fuji33048 

岩戸橋   熊本 fuji16568 

岩戸橋（車橋） 大分 fuji01337 

岩戸橋（新） 大分 fuji48597 

岩戸車橋  大分 fuji01346 

岩戸大橋  宮崎 fuji24413 

岩戸沢橋  長野 fuji11296 

岩戸谷橋  岡山 fuji22137 

岩根橋   愛知 fuji25021 

岩根橋   埼玉 fuji09735 

岩根橋   福島 fuji09723 

岩根橋   北海 fuji52661 

岩根橋（←千歳橋）  

埼玉 fuji06850 

岩坂川橋  鹿児 fuji13602 

岩崎運河橋 大阪 fuji19930 

岩崎運河東橋 大阪 fuji46965 

岩崎架道橋 大阪 fuji20182 

岩崎橋   愛媛 fuji39283 

岩崎橋   岩手 fuji40191 

岩崎橋   宮崎 fuji17798 

岩崎橋   京都 fuji24059 

岩崎橋   群馬 fuji39613 

岩崎橋   山口 fuji28760 

岩崎橋   秋田 fuji02526 

岩崎橋   神奈 fuji41377 

岩崎橋   大阪 fuji15306 

岩崎橋   大阪 fuji47122 

岩崎橋   大分 fuji35626 

岩崎橋   東京 fuji34568 

岩崎橋   福岡 fuji10769 

岩崎橋   福島 fuji36185 

岩崎橋   和歌 fuji28489 

岩崎橋（←広瀬橋）  

香川 fuji08601 

岩崎橋（工事名）→井川大橋 

 静岡 fuji36765 

岩崎橋（新橋） 愛知 fuji03730 

岩崎跨線橋 秋田 fuji49773 

岩崎谷水路橋 岐阜 fuji21798 

岩崎町西橋 大阪 fuji46971 

岩崎町東橋 大阪 fuji46976 

岩使橋   新潟 fuji38418 

岩枝橋   秋田 fuji43785 

岩室橋   滋賀 fuji08580 

岩手橋   山梨 fuji41863 

岩手橋   北海 fuji02256 

岩舟橋   茨城 fuji46546 

岩宿跨線橋 群馬 fuji53020 

岩宿用水橋 群馬 fuji23701 

岩出橋   和歌 fuji12707 

岩出山橋（←玉造橋）  

宮城 fuji23911 

岩出山跨線橋 宮城 fuji52781 

岩松橋   愛媛 fuji12318 

岩松橋   大阪 fuji16240 

岩松橋   長崎 fuji33421 

岩松橋   北海 fuji39432 

岩松川新橋 愛媛 fuji42286 

岩松大橋  長崎 fuji04620 

岩上橋   京都 fuji22353 

岩上橋   大分 fuji15016 

岩上橋（清蔵橋） 

 滋賀 fuji01739 

岩城２号橋  宮城 fuji30804 

岩城橋   宮城 fuji13003 

岩城橋   秋田 fuji49219 

岩神橋   滋賀 fuji08476 

岩神橋   鳥取 fuji50761 

岩神橋（←清蔵橋）  

滋賀 fuji01303 

岩杉橋   大分 fuji20814 

岩菅橋   新潟 fuji35671 

岩瀬橋   岩手 fuji50644 

岩瀬橋   岐阜 fuji38732 

岩瀬橋   宮崎 fuji06663 

岩瀬橋   埼玉 fuji22263 

岩瀬橋   三重 fuji34944 

岩瀬橋   秋田 fuji03463 

岩瀬橋   新潟 fuji15633 

岩瀬橋   富山 fuji30338 

岩瀬橋   福岡 fuji40307 

岩瀬橋   北海 fuji37060 

岩瀬川橋  愛媛 fuji18861 

岩瀬川橋  秋田 fuji08676 

岩瀬川橋  千葉 fuji13846 

岩瀬避溢橋 秋田 fuji15774 

岩清水橋  静岡 fuji12289 

岩清水橋  長野 fuji52478 

岩清尾橋  香川 fuji18010 

岩石橋   北海 fuji46795 

岩切大橋  宮城 fuji45596 

岩川橋   山形 fuji15156 

岩川橋   鹿児 fuji26191 

岩川大橋  山形 fuji48723 

岩泉橋   北海 fuji42683 

岩船橋   三重 fuji05278 

岩前橋   大阪 fuji25064 

岩倉橋   愛知 fuji14987 

岩倉橋   岡山 fuji42986 

岩倉橋   岐阜 fuji01063 

岩倉橋   群馬 fuji02444 

岩倉橋   山口 fuji33947 

岩倉橋   大阪 fuji43879 

岩倉橋   徳島 fuji42617 

岩倉橋   和歌 fuji34368 

岩倉川の石橋 岡山 fuji00553 

岩倉川橋  山口 fuji14919 

岩村橋   北海 fuji22209 

 

岩滝橋（→天野橋）  

三重 fuji47117 

岩沢の船橋（魚沼橋）  

新潟 fuji05367 

岩沢橋   岩手 fuji22851 

岩沢橋   宮城 fuji04075 

岩沢橋（→魚沼橋）  

新潟 fuji10862 

岩棚沢橋  群馬 fuji45265 

岩谷橋   愛媛 fuji09179 

岩谷橋   岩手 fuji01588 

岩谷橋   新潟 fuji52108 

岩谷橋   鳥取 fuji44348 

岩谷口橋  愛媛 fuji27101 

岩谷川橋  奈良 fuji21228 

岩知志水路橋 北海 fuji37623 

岩置橋   鹿児 fuji20469 

岩津橋   新潟 fuji52624 

岩津橋   徳島 fuji05370 

岩槻橋   埼玉 fuji05437 

岩槻橋   東京 fuji02787 

岩槻高架橋 埼玉 fuji21052 

岩槻大橋  埼玉 fuji49811 

岩坪橋   島根 fuji38613 

岩殿橋   山梨 fuji53320 

岩田橋   群馬 fuji21281 

岩田橋   高知 fuji33545 

岩田橋   三重 fuji00258 

岩田橋   新潟 fuji17670 

岩田橋   長崎 fuji27128 

岩田橋   北海 fuji31742 

岩田橋   和歌 fuji50284 

岩田川橋  三重 fuji06857 

岩田洞橋  宮城 fuji24498 

岩田胴橋  宮城 fuji33643 

岩島橋   群馬 fuji39006 

岩突張沢橋 岩手 fuji30327 

岩内橋   北海 fuji23375 

岩内橋（←祝詞橋）  

三重 fuji47116 

岩内川橋  北海 fuji20964 

岩内大橋  北海 fuji46762 

岩灘橋   岡山 fuji25130 

岩之上橋  三重 fuji32829 

岩之城橋  広島 fuji36781 

岩波橋   愛知 fuji38318 

岩尾橋   福島 fuji44285 

岩尾内３号橋（神樹橋）  

北海 fuji50894 

岩尾内四号橋（サックル橋） 

 北海 fuji50971 

岩尾内大橋 北海 fuji50927 

岩鼻橋   岐阜 fuji39510 

岩鼻橋   群馬 fuji03851 

岩鼻橋   栃木 fuji36561 

岩鼻橋   福岡 fuji22421 

岩鼻川橋  徳島 fuji13430 

岩姫橋   岩手 fuji27384 

岩富橋   千葉 fuji51793 

岩富橋   北海 fuji40779 

岩部橋   香川 fuji07234 

岩部釣橋（→小出橋）  

香川 fuji31111 

岩淵橋   宮城 fuji47770 

岩淵橋   静岡 fuji44823 

岩淵橋（新荒川大橋）  

東京 fuji19831 

岩淵水門管理橋  

東京 fuji17533 

岩淵川橋  鳥取 fuji22108 

岩壁橋   徳島 fuji31007 

岩望橋   北海 fuji14870 

岩本一号橋 京都 fuji21177 

岩本橋   宮城 fuji26837 

岩本橋   熊本 fuji01623 

岩本橋   群馬 fuji02307 

岩本橋   福島 fuji12119 

岩本第一跨線橋  

群馬 fuji43808 

岩満橋   宮崎 fuji40447 

岩木橋   青森 fuji02259 

岩木橋   富山 fuji21140 

岩木橋   福島 fuji09646 

岩木橋   兵庫 fuji46427 

岩木川橋  青森 fuji17249 

岩野橋   宮城 fuji03252 

岩野橋   山形 fuji39337 

岩野橋   新潟 fuji02788 

岩野橋   長野 fuji10572 

岩野川橋  熊本 fuji18882 

岩湧橋   大阪 fuji25066 

岩流瀬橋  神奈 fuji36764 

岩脇跨線橋 滋賀 fuji50025 

岩渕橋   山形 fuji38070 

岩溪橋   北海 fuji49749 

岩猥橋   岡山 fuji11870 

雁ケ沢橋  群馬 fuji29526 

雁ケ沢水路橋 群馬 fuji28592 

雁亀橋（鶴亀橋）  

新潟 fuji07493 

雁金橋   北海 fuji42686 

雁見橋   埼玉 fuji15222 

雁川原橋  岐阜 fuji34168 

雁添橋   鹿児 fuji09054 

雁田橋   石川 fuji47839 

雁田沢橋  秋田 fuji28151 

雁島橋   山口 fuji07526 

雁波橋   埼玉 fuji26904 

雁来４号橋  北海 fuji53936 

雁来橋   北海 fuji38705 

顔戸橋   岐阜 fuji29812 

顔好橋   山形 fuji19495 

願会橋   大阪 fuji12302 

願持橋   山口 fuji52196 

願浄寺橋  栃木 fuji49245 

 

… キ … 
 

危村橋   長野 fuji00023 

喜阿弥橋  島根 fuji17967 

喜右衛門橋 東京 fuji31879 

喜宇寿橋  北海 fuji35260 

喜栄橋   北海 fuji49019 

喜楽橋   静岡 fuji20353 

喜楽橋   北海 fuji46876 

喜楽橋第一 栃木 fuji39611 

喜楽橋第二 栃木 fuji53939 

喜久田橋  福島 fuji40999 

喜瀬橋   沖縄 fuji10156 

喜瀬川橋  兵庫 fuji24099 

喜撰山大橋 京都 fuji49489 

喜多橋（→中央橋）  

徳島 fuji04929 

喜多松橋  山形 fuji40040 

喜多良川橋 福岡 fuji07257 

喜代津橋  山梨 fuji42918 

喜知橋   北海 fuji30318 

喜兵衛橋  佐賀 fuji30664 

喜平橋   佐賀 fuji47551 

喜平橋   東京 fuji00850 

喜名牛橋  北海 fuji39901 

喜茂別橋  北海 fuji22501 

喜茂別二号橋 北海 fuji42684 

喜目橋   滋賀 fuji04013 

喜友名泉橋 沖縄 fuji08653 

喜来川橋  徳島 fuji30457 

喜鵲橋   秋田 fuji42852 

基栄橋   北海 fuji36659 

基橋    青森 fuji04940 

基場橋   岡山 fuji42988 

基線カリンバ川橋  

北海 fuji31736 

基線ユカンボシ川橋  

北海 fuji32756 

基線橋   北海 fuji43422 

基線第一号橋 北海 fuji51880 

基北橋   北海 fuji48862 

嬉野橋   佐賀 fuji19941 

嬉里橋   長崎 fuji04857 

寄井喜多橋 徳島 fuji23046 

寄井橋   徳島 fuji18136 

寄岩橋   福島 fuji12341 

寄居橋   群馬 fuji26881 

寄居橋   埼玉 fuji31162 



 ２８ 

寄口橋   福岡 fuji15313 

寄広橋   福井 fuji14616 

寄合橋   宮城 fuji03788 

寄合橋   和歌 fuji02833 

寄藻川橋  大分 fuji11251 

寄畑川橋  山梨 fuji40547 

寄木橋   大阪 fuji45438 

岐登牛橋  北海 fuji39174 

岐南跨線橋 岐阜 fuji53076 

岐阜橋   北海 fuji08725 

希土川橋  愛知 fuji28654 

幾春別橋  北海 fuji18738 

幾春別森林鉄道第六号橋 

 北海 fuji28543 

幾世（代）橋 福島 fuji13530 

幾世橋   東京 fuji22034 

幾世橋   栃木 fuji16500 

幾世橋   福島 fuji09643 

幾千世橋  北海 fuji42302 

幾代橋   山形 fuji05639 

幾中橋   北海 fuji35652 

幾寅基線橋 北海 fuji30262 

幾寅橋   北海 fuji11770 

幾寅跨線橋 北海 fuji48466 

幾寅北二条第一号橋  

北海 fuji51599 

旗の台第一架道橋  

東京 fuji19321 

旗の台第三架道橋  

東京 fuji19323 

旗の台第二架道橋  

東京 fuji19322 

旗屋橋   愛知 fuji36268 

旗杭橋   福島 fuji25916 

旗川橋   栃木 fuji31863 

旗川橋   富山 fuji22297 

機具橋   石川 fuji02928 

機初橋   茨城 fuji32741 

機織橋   熊本 fuji16101 

機内橋   静岡 fuji10086 

帰山橋   三重 fuji49857 

帰来橋   香川 fuji20539 

気山橋   福井 fuji40546 

気仙沼街道架道橋  

岩手 fuji53588 

気仙沼大橋 宮城 fuji52064 

気仙川橋  岩手 fuji24663 

気田川橋  静岡 fuji36769 

気部谷橋  兵庫 fuji47907 

気良川橋  岐阜 fuji01026 

祈石橋   北海 fuji44886 

紀ノ丘一号橋 北海 fuji41602 

紀の丘二号橋 北海 fuji44396 

紀ノ川橋（紀伊川橋）  

和歌 fuji08659 

紀ノ川大橋  和歌 fuji50759 

紀伊橋   香川 fuji25831 

紀伊国橋  大阪 fuji16285 

紀伊国橋  東京 fuji02103 

紀伊川橋（紀ノ川橋） 

 和歌 fuji08659 

紀栄橋   北海 fuji48681 

紀勢西線跨線橋  

和歌 fuji22098 

紀和橋   和歌 fuji08755 

記念橋   愛知 fuji11321 

記念橋   佐賀 fuji18197 

記念橋   三重 fuji40592 

記念橋   鹿児 fuji10467 

記念橋   神奈 fuji18386 

記念橋   大阪 fuji53506 

記念橋   大分 fuji17187 

記念橋   徳島 fuji21719 

記念橋   北海 fuji07481 

記念橋（→揖斐峡大橋）  

岐阜 fuji50910 

貴志橋   和歌 fuji24376 

貴船橋   京都 fuji45507 

貴船橋   群馬 fuji48894 

貴船橋   大分 fuji07737 

貴船橋   福岡 fuji24819 

貴船田橋  福岡 fuji46001 

貴登井橋  北海 fuji50496 

起点跨道橋 千葉 fuji44896 

鬼ケ沢橋  岩手 fuji32014 

鬼ケ島橋  群馬 fuji37407 

鬼浦橋   福岡 fuji30111 

鬼丸眼鏡橋 熊本 fuji14127 

鬼丸橋   熊本 fuji16567 

鬼丸橋   佐賀 fuji13924 

鬼渓橋   北海 fuji42068 

鬼口谷橋  高知 fuji25764 

鬼差辺橋  北海 fuji46879 

鬼志別橋  北海 fuji40963 

鬼鹿街道架道橋  

北海 fuji15740 

鬼守橋   鳥取 fuji05312 

鬼首大橋  宮城 fuji02907 

鬼住橋   大阪 fuji27942 

鬼場橋   長野 fuji27896 

鬼神谷橋  兵庫 fuji24103 

鬼石橋   群馬 fuji11988 

鬼塚橋   大分 fuji50824 

鬼田橋   大分 fuji14426 

鬼怒岩橋  栃木 fuji45532 

鬼怒橋   栃木 fuji13801 

鬼怒川橋  茨城 fuji05651 

鬼怒川橋（中岩橋）  

栃木 fuji14444 

鬼怒川橋（長塚橋）  

茨城 fuji34672 

鬼怒川大橋（大河原橋）  

茨城 fuji31284 

鬼怒大橋  栃木 fuji34327 

鬼灯沢橋  群馬 fuji12016 

鬼道橋   新潟 fuji48365 

鬼道谷橋  新潟 fuji12496 

鬼姫生橋  岐阜 fuji23414 

鬼伏川橋  新潟 fuji12499 

鬼淵橋   岩手 fuji18739 

鬼淵橋   長野 fuji13281 

鬼面川橋  山形 fuji04957 

鬼木川橋  熊本 fuji17389 

鬼矢作橋  岐阜 fuji50715 

亀ケ岡橋  青森 fuji03748 

亀ケ橋   愛媛 fuji03940 

亀ケ橋   茨城 fuji21589 

亀ケ崎橋  宮崎 fuji25500 

亀ケ淵橋    fuji26730 

亀の橋   神奈 fuji01917 

亀の瀬橋  大阪 fuji43229 

亀井橋   宮崎 fuji18369 

亀井橋   山形 fuji03276 

亀井橋   神奈 fuji27242 

亀井橋   大阪 fuji01877 

亀井橋   東京 fuji02539 

亀井田橋  山形 fuji27392 

亀岡橋   長崎 fuji39566 

亀岡橋   東京 fuji27406 

亀岡橋   福島 fuji51397 

亀下橋   茨城 fuji06907 

亀貝橋   神奈 fuji31595 

亀久橋   静岡 fuji34502 

亀久橋   東京 fuji01979 

亀居橋   東京 fuji22038 

亀強橋   山梨 fuji09657 

亀橋    徳島 fuji51321 

亀橋（本町橋） 香川 fuji05449 

亀郷橋   宮崎 fuji39412 

亀甲橋   山梨 fuji03040 

亀甲橋   神奈 fuji15228 

亀甲橋   大阪 fuji37879 

亀甲橋   大分 fuji17185 

亀甲橋（報徳橋）  

静岡 fuji29769 

亀崎橋   広島 fuji51316 

亀崎橋   福岡 fuji33963 

亀山橋   愛媛 fuji18137 

亀山橋   三重 fuji47496 

亀山橋   山口 fuji05428 

亀山橋   大分 fuji19067 

亀山橋   福井 fuji38152 

亀山橋   福岡 fuji06999 

亀山橋（←岡田橋）  

広島 fuji07521 

亀山跨線橋 三重 fuji47108 

亀山跨道橋 三重 fuji47107 

亀山高架橋 愛知 fuji46038 

亀山小橋  大分 fuji47555 

亀山新橋  三重 fuji32251 

亀山新橋  福岡 fuji19064 

亀山大橋  三重 fuji46723 

亀取橋   熊本 fuji08383 

亀尻橋   広島 fuji26123 

亀尻川橋  岡山 fuji06319 

亀石橋   静岡 fuji42424 

亀川の石橋（明亀橋）  

熊本 fuji04910 

亀川橋   大分 fuji38053 

亀川橋   福岡 fuji07284 

亀川橋   北海 fuji21965 

亀沢橋   宮崎 fuji45829 

亀谷橋   高知 fuji49540 

亀谷橋   山口 fuji20420 

亀谷橋   静岡 fuji27653 

亀谷橋   東京 fuji23726 

亀池川橋  新潟 fuji16721 

亀鶴橋   新潟 fuji02563 

亀底橋   兵庫 fuji26093 

亀田街道架道橋  

秋田 fuji15377 

亀田橋   茨城 fuji34671 

亀田橋   島根 fuji27442 

亀田橋   東京 fuji03301 

亀田跨線橋 新潟 fuji42245 

亀田新橋  新潟 fuji34635 

亀島橋   東京 fuji00950 

亀東橋   三重 fuji52396 

亀徳橋   鹿児 fuji34792 

亀尾島川橋 岐阜 fuji21621 

亀有駅前橋（一）  

東京 fuji31290 

亀有駅前橋（二）  

東京 fuji31291 

亀有橋   東京 fuji22287 

亀有第三号橋 東京 fuji32349 

亀齢橋   三重 fuji05024 

亀渕橋   愛知 fuji24736 

亀渕橋   香川 fuji42626 

亀渕橋   長崎 fuji00860 

祇園橋   愛媛 fuji27352 

祇園橋   岡山 fuji08048 

祇園橋   宮崎 fuji49421 

祇園橋   京都 fuji00047 

祇園橋   広島 fuji52190 

祇園橋   香川 fuji26146 

祇園橋   佐賀 fuji10287 

祇園橋   鹿児 fuji13486 

祇園橋   大分 fuji20650 

祇園橋   鳥取 fuji24812 

祇園橋   東京 fuji04132 

祇園橋   徳島 fuji25163 

祇園橋   兵庫 fuji18668 

祇園橋（西祇園橋）  

福岡 fuji30292 

祇園橋（本渡の大石橋）  

熊本 fuji01171 

祇園小橋  愛媛 fuji27353 

祇園新橋  京都 fuji38175 

祇園川橋  岡山 fuji06327 

祇園大橋  愛媛 fuji31683 

祇園大橋  広島 fuji43320 

義経橋   北海 fuji05174 

義将橋   富山 fuji23163 

蟻の腰橋  奈良 fuji42283 

蟻通橋   奈良 fuji22371 

菊岡橋   宮城 fuji03525 

菊屋橋   京都 fuji12514 

菊屋橋   東京 fuji18769 

菊花橋   東京 fuji22610 

菊間橋   愛媛 fuji12315 

菊間川橋  愛媛 fuji18020 

菊原橋   鹿児 fuji51862 

菊戸橋   熊本 fuji06217 

菊水橋   大阪 fuji36609 

菊水橋   栃木 fuji04028 

菊水橋   兵庫 fuji11670 

菊水橋   北海 fuji36976 

菊水三号橋 北海 fuji50347 

菊水十二線橋 北海 fuji38559 

菊水十二線吊橋  

北海 fuji48033 

菊水二号橋 北海 fuji45876 

菊川橋   山口 fuji48421 

菊川橋   神奈 fuji15400 

菊川橋   青森 fuji25883 

菊川橋   静岡 fuji05720 

菊川橋   東京 fuji00566 

菊川跨道橋 青森 fuji24660 

菊代橋   北海 fuji41330 

菊沢村第一陸橋  

栃木 fuji21019 

菊沢村第四陸橋  

栃木 fuji21022 

菊池川橋（分田橋梁）  

熊本 fuji15708 

菊田川橋  山形 fuji18968 

菊柳橋   東京 fuji21924 

鞠子橋   神奈 fuji12961 

鞠子川橋  静岡 fuji05697 

吉ケ原橋  岐阜 fuji50952 

吉井川橋  岡山 fuji06311 

吉井川橋  長崎 fuji30741 

吉井谷川橋 京都 fuji22540 

吉栄橋   新潟 fuji04986 

吉岡橋   静岡 fuji22322 

吉岡橋   東京 fuji00570 

吉岡橋   福島 fuji52078 

吉岡川橋  群馬 fuji15784 

吉下橋   大分 fuji25433 

吉賀橋（←市尻橋）  

島根 fuji23251 

吉賀川橋  山口 fuji14830 

吉賀川橋  島根 fuji16775 

吉貴橋   山口 fuji14378 

吉橋    群馬 fuji29647 

吉君橋   熊本 fuji02210 

吉見橋   広島 fuji24155 



 ２９ 

吉見橋   東京 fuji18428 

吉見坂橋  広島 fuji11755 

吉原橋   熊本 fuji34633 

吉原橋   鳥取 fuji42181 

吉原橋   福岡 fuji14565 

吉原大橋  福岡 fuji43112 

吉根橋   愛知 fuji39875 

吉崎大橋  石川 fuji42730 

吉志田橋  福島 fuji08731 

吉志田大橋 福島 fuji25914 

吉助橋   鹿児 fuji10613 

吉松橋   鹿児 fuji12649 

吉祥院橋  京都 fuji45509 

吉信川橋  愛媛 fuji30698 

吉瀬橋   長野 fuji03606 

吉成橋   鳥取 fuji36962 

吉成橋   北海 fuji36694 

吉政橋   岡山 fuji41765 

吉川橋   滋賀 fuji07917 

吉川橋   秋田 fuji06897 

吉川橋   福井 fuji07565 

吉川橋   福島 fuji24312 

吉川橋   北海 fuji47233 

吉川橋（←古利根橋・徳江橋） 

 埼玉 fuji24891 

吉倉橋   神奈 fuji32192 

吉村橋   北海 fuji52251 

吉大橋   愛知 fuji35048 

吉沢橋   群馬 fuji14244 

吉沢橋   秋田 fuji02985 

吉沢川橋  神奈 fuji53299 

吉谷川橋  新潟 fuji32805 

吉津川橋  静岡 fuji33625 

吉定川橋  鳥取 fuji15100 

吉田の沢橋 北海 fuji47585 

吉田堰橋  山形 fuji13346 

吉田架道橋 神奈 fuji45308 

吉田橋   愛知 fuji00038 

吉田橋   岡山 fuji29137 

吉田橋   岐阜 fuji46188 

吉田橋   宮城 fuji50648 

吉田橋   広島 fuji39536 

吉田橋   高知 fuji24268 

吉田橋   埼玉 fuji04471 

吉田橋   三重 fuji35782 

吉田橋   山形 fuji03391 

吉田橋   鹿児 fuji33978 

吉田橋   新潟 fuji34697 

吉田橋   大阪 fuji12959 

吉田橋   徳島 fuji19786 

吉田橋   北海 fuji09621 

吉田橋（←野毛橋）  

神奈 fuji01518 

吉田橋（豊厚橋）  

山口 fuji11455 

吉田向橋  広島 fuji37468 

吉田川橋  岐阜 fuji23769 

吉田川橋  宮城 fuji05981 

吉田川橋  熊本 fuji39134 

吉田川橋  香川 fuji12533 

吉田川橋  山口 fuji08997 

吉田大橋  山口 fuji05327 

吉田大橋  神奈 fuji41512 

吉田大橋  島根 fuji24118 

吉田大橋（→豊橋）  

愛知 fuji00097 

吉田谷橋  徳島 fuji35834 

吉田避溢橋 島根 fuji17962 

吉田矢部大橋 神奈 fuji18287 

吉渡橋   広島 fuji35063 

吉嶋橋   山形 fuji29169 

吉藤橋   愛知 fuji45692 

吉童橋   宮城 fuji41191 

吉備橋（→奔幌内橋）  

北海 fuji19019 

吉尾沢橋  京都 fuji11548 

吉浜橋   神奈 fuji03594 

吉浜高架橋 神奈 fuji53193 

吉浜川橋  岩手 fuji00444 

吉浜川橋  千葉 fuji14519 

吉布橋   北海 fuji32069 

吉武橋   福岡 fuji25192 

吉部橋   山口 fuji28213 

吉平橋   群馬 fuji16078 

吉方橋   鳥取 fuji06869 

吉本橋   高知 fuji18306 

吉無田橋  長崎 fuji06214 

吉木橋   福岡 fuji31461 

吉野屋橋  大阪 fuji03926 

吉野橋   愛媛 fuji29985 

吉野橋   岡山 fuji06198 

吉野橋   高知 fuji25422 

吉野橋   山形 fuji28571 

吉野橋   山口 fuji33313 

吉野橋   東京 fuji01972 

吉野橋   徳島 fuji17643 

吉野橋   富山 fuji35406 

吉野橋   福岡 fuji20443 

吉野橋   北海 fuji30302 

吉野橋（←新猿橋）  

神奈 fuji24506 

吉野橋新→新（真）猿橋）  

神奈 fuji15070 

吉野跨道橋 埼玉 fuji52840 

吉野川橋  愛媛 fuji28029 

吉野川橋  岡山 fuji27714 

吉野川橋  高知 fuji07641 

吉野川橋  山形 fuji03837 

吉野川橋  徳島 fuji20901 

吉野川橋  奈良 fuji19935 

吉野川橋（←古川橋）  

徳島 fuji05110 

吉野太鼓橋 鹿児 fuji00274 

吉野沢橋  群馬 fuji37014 

吉野谷橋    fuji34915 

吉野陸橋  埼玉 fuji16848 

吉里吉里跨線橋  

岩手 fuji51212 

吉里橋   福岡 fuji39403 

吉良橋   愛知 fuji20497 

吉良川橋  愛知 fuji16950 

吉良谷第一橋 徳島 fuji04931 

桔橋    岩手 fuji00240 

橘井橋   北海 fuji45560 

橘橋    愛媛 fuji03098 

橘橋    宮崎 fuji03675 

橘橋    京都 fuji27294 

橘橋    大阪 fuji17328 

橘橋    東京 fuji00421 

橘橋    北海 fuji37939 

橘橋(←楠橋) 兵庫 fuji11849 

橘川橋   香川 fuji12092 

橘谷橋   徳島 fuji29322 

橘陸橋   徳島 fuji29785 

詰田川橋  香川 fuji18014 

砧橋    東京 fuji51563 

杵沢橋   宮城 fuji40992 

黍生橋   岐阜 fuji37442 

黍生向橋  岐阜 fuji49301 

客橋    愛媛 fuji40654 

逆井橋   東京 fuji03297 

逆堰橋   岩手 fuji16172 

逆塩橋   三重 fuji17141 

逆巻橋   岡山 fuji38185 

逆水橋   千葉 fuji47071 

逆水橋   北海 fuji30316 

逆瀬川橋  兵庫 fuji15819 

逆川橋   埼玉 fuji08987 

逆川橋   静岡 fuji05710 

逆川橋   北海 fuji14664 

逆川橋   和歌 fuji13060 

逆川北橋  北海 fuji35896 

逆谷橋   滋賀 fuji53504 

逆谷橋   大分 fuji14134 

逆磐橋   愛媛 fuji33263 

丘珠伏古橋 北海 fuji50359 

丘谷橋   岐阜 fuji53807 

丘田橋   北海 fuji36692 

久安橋   東京 fuji03860 

久井原橋  広島 fuji17463 

久右衛門橋 東京 fuji24322 

久栄橋   高知 fuji16865 

久衛門橋  東京 fuji23561 

久遠橋   北海 fuji51139 

久下橋   埼玉 fuji35911 

久我橋   京都 fuji11336 

久我跨道橋 三重 fuji47315 

久喜橋   高知 fuji27108 

久喜津橋  福井 fuji14056 

久々戸川橋 群馬 fuji30941 

久々知橋  兵庫 fuji43902 

久々知高架橋 兵庫 fuji44025 

久々津橋  北海 fuji38546 

久玉の石橋（寺橋）  

熊本 fuji04459 

久玉眼鏡橋 熊本 fuji06837 

久形橋   兵庫 fuji11446 

久堅橋   東京 fuji13133 

久見橋   岡山 fuji23851 

久原橋   鳥取 fuji43498 

久原避溢橋 山口 fuji17993 

久古橋   鳥取 fuji46442 

久御山橋  京都 fuji48547 

久口橋   大分 fuji42800 

久根橋   東京 fuji37211 

久根郷橋  島根 fuji49355 

久根別橋  北海 fuji02676 

久根別十三号橋 

 北海 fuji51196 

久根別川橋 北海 fuji09295 

久左エ門橋  宮城 fuji48711 

久坂橋   福井 fuji36331 

久崎橋   東京 fuji45617 

久慈橋   岩手 fuji26766 

久慈橋   福島 fuji26856 

久慈川橋  茨城 fuji07668 

久慈川橋  岩手 fuji21979 

久慈川橋  福島 fuji46313 

久慈大橋  茨城 fuji43192 

久治橋   愛知 fuji34844 

久手の内橋 栃木 fuji44696 

久手橋   岩手 fuji50647 

久寿川橋  兵庫 fuji43912 

久寿川高架橋 兵庫 fuji45862 

久寿里橋  北海 fuji34403 

久寿里橋創架 北海 fuji24621 

久住橋   京都 fuji27291 

久住橋   鹿児 fuji46578 

久住川橋  岡山 fuji06351 

久松一号橋 栃木 fuji23941 

久松橋   広島 fuji37042 

久松橋   鳥取 fuji30656 

久松橋   東京 fuji03158 

久常橋   岡山 fuji29309 

久森橋   群馬 fuji44895 

久須母橋  岐阜 fuji31172 

久須母吊橋 岐阜 fuji40770 

久澄橋   愛知 fuji04181 

久世橋   京都 fuji12905 

久世大橋  岡山 fuji51683 

久瀬橋（←津久美橋）  

岐阜 fuji12739 

久瀬小橋  岐阜 fuji29509 

久瀬発電所の吊橋  

岐阜 fuji33588 

久則橋   徳島 fuji15947 

久多大橋  京都 fuji35795 

久代橋   岡山 fuji18845 

久代橋   兵庫 fuji25087 

久中橋   東京 fuji00692 

久田橋   沖縄 fuji34128 

久田橋   大分 fuji16105 

久田橋   徳島 fuji32168 

久藤橋   宮崎 fuji46251 

久徳橋   滋賀 fuji07927 

久尾口橋  徳島 fuji33948 

久美谷川橋 京都 fuji21175 

久美浜街道陸橋  

兵庫 fuji21213 

久婦須橋  富山 fuji23744 

久富木川橋 鹿児 fuji18708 

久兵衛橋  宮崎 fuji01565 

久兵衛橋  埼玉 fuji23394 

久平橋   新潟 fuji04543 

久平橋   長野 fuji03895 

久米跨道橋 三重 fuji47348 

久米川橋  長野 fuji34167 

久米川橋  鳥取 fuji04585 

久米大橋  三重 fuji46675 

久米地橋  愛媛 fuji47159 

久米野橋  熊本 fuji14743 

久米路橋（水内橋）  

長野 fuji00058 

久米路橋（鼎橋）  

長野 fuji10178 

久保園橋  宮崎 fuji17603 

久保下橋  神奈 fuji47465 

久保橋   宮城 fuji03242 

久保橋   京都 fuji50590 

久保橋   群馬 fuji27235 

久保橋   佐賀 fuji04324 

久保橋   三重 fuji22333 

久保橋   鹿児 fuji37290 

久保橋   秋田 fuji10782 

久保橋   神奈 fuji23641 

久保橋   千葉 fuji23142 

久保橋   大分 fuji13253 

久保橋   長野 fuji29666 

久保橋   東京 fuji30986 

久保橋   徳島 fuji19722 

久保橋   福井 fuji36583 

久保橋   福島 fuji17525 

久保橋   和歌 fuji34186 

久保江堀川橋 滋賀 fuji32687 

久保高架橋 和歌 fuji49555 

久保山橋  栃木 fuji35739 

久保川橋  静岡 fuji05742 

久保川橋  長野 fuji10805 

久保前橋  和歌 fuji16016 

久保大橋  山口 fuji41567 

久保大橋  静岡 fuji26981 

久保沢橋  長野 fuji12753 

久保沢橋．  神奈 fuji26462 

久保谷橋  高知 fuji12321 

久保谷川開渠 和歌 fuji08701 

久保谷川橋 香川 fuji13076 

久保鳥橋  福岡 fuji01360 

久保田橋  愛媛 fuji44711 
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久保田橋  茨城 fuji44292 

久保田橋  宮崎 fuji44381 

久保田橋  広島 fuji30852 

久保田橋  秋田 fuji23917 

久保田橋  大分 fuji27133 

久保田橋  東京 fuji08462 

久保田橋  徳島 fuji32856 

久保田橋  富山 fuji26951 

久保田橋  福岡 fuji18149 

久保田川橋 千葉 fuji12472 

久保田第一架道橋  

徳島 fuji32113 

久保田第二架道橋  

徳島 fuji32272 

久保洞水路橋 長野 fuji11170 

久保内大橋 北海 fuji34452 

久保陸橋  佐賀 fuji40663 

久宝寺橋  大阪 fuji00683 

久宝寺跨線橋 大阪 fuji51565 

久方橋   長野 fuji27259 

久芳橋   群馬 fuji01715 

久芳橋（碓氷川橋）  

群馬 fuji01715 

久万秋橋  高知 fuji45994 

久万川橋  愛媛 fuji19466 

久万川橋  高知 fuji18021 

久万川大橋 高知 fuji50064 

久免路橋  長野 fuji04550 

久木橋   北海 fuji47433 

久木橋   和歌 fuji35215 

久木野橋  鹿児 fuji10663 

久木野川橋 熊本 fuji17725 

久野原橋  和歌 fuji36882 

久野高架橋 静岡 fuji52600 

久野瀬橋  茨城 fuji39609 

久野木川橋 熊本 fuji09246 

久野脇橋  静岡 fuji19821 

久里橋   佐賀 fuji24410 

久留喜橋  北海 fuji28134 

久留橋   三重 fuji41726 

久留須橋  大分 fuji43948 

久留米橋  静岡 fuji44108 

久留米大橋（←小森野橋） 

 福岡 fuji13186 

久留万橋  群馬 fuji17075 

久留味橋  鹿児 fuji03142 

久良岐橋  神奈 fuji09758 

久良々橋  福岡 fuji25196 

久礼田橋  高知 fuji28037 

久連橋   鳥取 fuji22640 

久呂辺橋  山形 fuji07359 

久呂保橋  群馬 fuji19085 

久邇宮橋  滋賀 fuji30429 

休場橋   大阪 fuji30532 

休場口橋  高知 fuji46997 

休石橋   大分 fuji48985 

休泊橋   群馬 fuji23947 

及ケ橋   岐阜 fuji04556 

及位橋   山形 fuji03835 

及川橋   宮城 fuji27220 

及川橋   北海 fuji35019 

及川二号橋 北海 fuji35885 

及部川橋  北海 fuji33789 

吸江仮橋（青柳橋）  

高知 fuji01803 

吸川橋   岩手 fuji51210 

吸沢橋   福島 fuji37001 

宮ケ原橋  広島 fuji01109 

宮ケ原橋  福岡 fuji16097 

宮ケ瀬橋  岐阜 fuji01089 

宮ケ瀬橋  神奈 fuji26461 

宮ケ瀬橋  大分 fuji03673 

宮ケ瀬橋  長野 fuji11922 

宮ケ瀬大橋（大橋）  

神奈 fuji50244 

宮ケ迫橋  島根 fuji46447 

宮の下架道橋 東京 fuji44907 

宮ノ下橋   岡山 fuji10840 

宮ノ下橋   大阪 fuji32384 

宮ノ下川橋  秋田 fuji14176 

宮の久保橋 徳島 fuji49166 

宮ノ橋   滋賀 fuji39524 

宮の橋   栃木 fuji37965 

宮の橋   兵庫 fuji46423 

宮の橋   和歌 fuji34523 

宮の橋（←都橋）  

群馬 fuji05963 

宮ノ腰（越？）橋  

滋賀 fuji27554 

宮の上橋  岐阜 fuji50714 

宮ノ陣橋（←千歳橋）  

福岡 fuji13185 

宮ノ瀬橋   高知 fuji53135 

宮ノ瀬橋   佐賀 fuji05585 

宮ノ瀬橋   大分 fuji10657 

宮の川橋  山口 fuji18128 

宮の前橋  三重 fuji31732 

宮の前橋  山梨 fuji42921 

宮ノ前橋   鹿児 fuji26500 

宮ノ前橋   大分 fuji15508 

宮の前橋  福岡 fuji26162 

宮の前橋（太鼓橋）  

長崎 fuji14733 

宮の前高架橋   fuji51090 

宮ノ前第一橋 京都 fuji20128 

宮ノ谷橋   徳島 fuji15945 

宮の平橋  奈良 fuji44573 

宮ノ脇橋   鳥取 fuji31004 

宮井橋   和歌 fuji37732 

宮栄橋   愛知 fuji38163 

宮栄橋   神奈 fuji45936 

宮益架道橋 東京 fuji15094 

宮益橋   東京 fuji10417 

宮越橋   京都 fuji27022 

宮越内橋  北海 fuji47214 

宮園橋   熊本 fuji04245 

宮園橋   兵庫 fuji31996 

宮下橋   愛知 fuji22992 

宮下橋   岡山 fuji18843 

宮下橋   岐阜 fuji47302 

宮下橋   宮城 fuji23097 

宮下橋   京都 fuji21427 

宮下橋   広島 fuji47944 

宮下橋   埼玉 fuji25300 

宮下橋   山梨 fuji24279 

宮下橋   滋賀 fuji24743 

宮下橋   鹿児 fuji21661 

宮下橋   新潟 fuji49998 

宮下橋   神奈 fuji17435 

宮下橋   静岡 fuji09973 

宮下橋   大阪 fuji31932 

宮下橋   大分 fuji42654 

宮下橋   東京 fuji09564 

宮下橋   富山 fuji37225 

宮下橋   福井 fuji31029 

宮下橋   福島 fuji19945 

宮下橋   北海 fuji18266 

宮下橋   和歌 fuji35812 

宮下橋（中条橋） 

 長野 fuji15541 

宮下跨線橋 島根 fuji45455 

宮下堀橋(下り)  

宮城 fuji05153 

宮架道橋  徳島 fuji12918 

宮海橋   山形 fuji46924 

宮垣橋   福井 fuji36585 

宮垣橋   兵庫 fuji29689 

宮垣内橋  三重 fuji25032 

宮吉橋   福岡 fuji25186 

宮境橋   栃木 fuji21728 

宮橋    愛知 fuji21413 

宮橋    岡山 fuji46461 

宮橋    香川 fuji37482 

宮橋    福島 fuji23932 

宮橋    兵庫 fuji44565 

宮橋    和歌 fuji36129 

宮橋（八幡） 滋賀 fuji00649 

宮元橋   千葉 fuji18069 

宮原橋   熊本 fuji02847 

宮原橋   群馬 fuji25954 

宮原橋   広島 fuji31984 

宮原橋   神奈 fuji47466 

宮原橋   福岡 fuji30905 

宮原橋   福島 fuji31164 

宮原橋   兵庫 fuji53355 

宮原高架橋 埼玉 fuji52528 

宮原高架橋 大阪 fuji53676 

熊ケ谷橋  茨城 fuji09011 

宮原川橋  鳥取 fuji15103 

宮原大橋  和歌 fuji23821 

宮古橋   岩手 fuji26764 

宮古橋   徳島 fuji29788 

宮古橋   福島 fuji33647 

宮古橋（←新晴橋）  

岩手 fuji06676 

宮戸橋   三重 fuji05038 

宮戸橋   山梨 fuji03475 

宮戸沢橋  長野 fuji11729 

宮跨線橋  岐阜 fuji43609 

宮後橋   鹿児 fuji11183 

宮国橋   熊本 fuji49411 

宮腰橋   長野 fuji39360 

宮根橋   山口 fuji20631 

宮崎橋   愛知 fuji21415 

宮崎橋   愛媛 fuji09046 

宮崎橋   宮崎 fuji04507 

宮崎橋   宮城 fuji04101 

宮崎橋   高知 fuji20430 

宮崎橋   神奈 fuji40218 

宮崎橋   島根 fuji51682 

宮崎橋   北海 fuji52045 

宮崎水管橋 神奈 fuji24794 

宮崎川橋  愛媛 fuji18139 

宮崎大橋  宮崎 fuji36944 

宮山橋   鹿児 fuji12792 

宮山橋   神奈 fuji21611 

宮山橋   奈良 fuji29511 

宮市橋   福岡 fuji13990 

宮守橋   岩手 fuji13812 

宮守川橋  岩手 fuji29523 

宮首橋   高知 fuji46492 

宮宿橋   東京 fuji40515 

宮出川橋  愛知 fuji08004 

宮上橋   滋賀 fuji49318 

宮上橋   神奈 fuji25995 

宮上陸橋  福岡 fuji20263 

宮城橋   沖縄 fuji00702 

宮城橋   岐阜 fuji01491 

宮城橋   三重 fuji26066 

宮城橋   新潟 fuji05439 

宮城橋   長野 fuji16384 

宮城橋   東京 fuji01982 

宮城橋（→瑞穂橋）  

北海 fuji31483 

宮城橋（→武利意橋）  

北海 fuji14589 

宮城橋（→武利橋）  

北海 fuji31483 

宮城野橋  宮城 fuji15645 

宮城野橋  神奈 fuji34485 

宮城野跨線橋 宮城 fuji14764 

宮人橋   鹿児 fuji16595 

宮瀬橋   岡山 fuji46614 

宮瀬橋   宮崎 fuji18885 

宮瀬橋   広島 fuji32847 

宮瀬橋   大分 fuji13763 

宮瀬橋   福島 fuji12579 

宮西橋   岡山 fuji24129 

宮西橋   香川 fuji27203 

宮石橋   徳島 fuji35951 

宮川架道橋 兵庫 fuji03449 

宮川橋   愛媛 fuji04687 

宮川橋   茨城 fuji18062 

宮川橋   岐阜 fuji19837 

宮川橋   京都 fuji38468 

宮川橋   熊本 fuji07802 

宮川橋   広島 fuji10710 

宮川橋   香川 fuji14311 

宮川橋   埼玉 fuji40206 

宮川橋   三重 fuji01654 

宮川橋   山形 fuji42375 

宮川橋   山梨 fuji15168 

宮川橋   滋賀 fuji25369 

宮川橋   神奈 fuji05495 

宮川橋   静岡 fuji21865 

宮川橋   千葉 fuji21060 

宮川橋   大分 fuji02598 

宮川橋   長野 fuji02930 

宮川橋   徳島 fuji13689 

宮川橋   奈良 fuji35213 

宮川橋   福島 fuji06397 

宮川橋   兵庫 fuji15488 

宮川橋（国境橋）  

富山 fuji20774 

宮川高架橋 山梨 fuji52567 

宮川水管橋 山形 fuji38634 

宮川内谷橋 徳島 fuji50789 

宮前橋   愛知 fuji13668 

宮前橋   茨城 fuji20492 

宮前橋   岐阜 fuji27260 

宮前橋   宮崎 fuji04041 

宮前橋   京都 fuji13678 

宮前橋   群馬 fuji04752 

宮前橋   埼玉 fuji23137 

宮前橋   山形 fuji13345 

宮前橋   滋賀 fuji24054 

宮前橋   鹿児 fuji15034 

宮前橋   神奈 fuji17434 

宮前橋   大阪 fuji45447 

宮前橋   大分 fuji35457 

宮前橋   長崎 fuji00131 

宮前橋   長野 fuji26469 

宮前橋   東京 fuji03560 

宮前橋   徳島 fuji29324 

宮前橋   奈良 fuji10355 

宮前橋   福井 fuji33827 

宮前橋   福岡 fuji30458 

宮前橋   福島 fuji13027 

宮前橋   和歌 fuji27697 

宮前橋（←湯の川橋）  

北海 fuji01511 

宮前橋（陸橋） 三重 fuji07897 

宮前陸橋  兵庫 fuji21227 

宮村橋   北海 fuji50349 

宮代橋   岐阜 fuji33513 

宮代橋   神奈 fuji33135 

宮代橋   千葉 fuji27853 

宮大橋   宮城 fuji28513 
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宮沢橋   群馬 fuji29393 

宮沢橋   埼玉 fuji47664 

宮沢橋   神奈 fuji18784 

宮沢橋   長野 fuji48387 

宮沢橋（根岸橋）  

宮城 fuji31281 

宮谷橋   岐阜 fuji39761 

宮谷橋   三重 fuji47694 

宮谷橋   山梨 fuji52350 

宮谷橋   長崎 fuji00660 

宮谷橋   鳥取 fuji29296 

宮谷橋   福井 fuji07766 

宮地橋   岐阜 fuji11820 

宮地橋   香川 fuji47156 

宮地橋   山梨 fuji42567 

宮地橋   徳島 fuji40288 

宮池橋   香川 fuji40295 

宮中橋   新潟 fuji32238 

宮中谷橋  岐阜 fuji53806 

宮津橋   愛知 fuji25016 

宮津川橋  富山 fuji19384 

宮鶴橋   宮崎 fuji30059 

宮田橋   愛媛 fuji34095 

宮田橋   岡山 fuji20410 

宮田橋   宮崎 fuji19889 

宮田橋   山形 fuji00958 

宮田橋   鹿児 fuji11182 

宮田橋   秋田 fuji48332 

宮田橋   新潟 fuji51272 

宮田橋   静岡 fuji40584 

宮田橋   長崎 fuji00661 

宮田橋   福岡 fuji35449 

宮田橋(佐俣橋)  

群馬 fuji22675 

宮田橋（佐又橋）  

群馬 fuji09729 

宮田高架橋 福岡 fuji53385 

宮田川橋  茨城 fuji25932 

宮田川橋  福島 fuji48500 

宮渡橋   神奈 fuji18082 

宮都大橋  鹿児 fuji38359 

宮島橋   静岡 fuji11420 

宮島橋   徳島 fuji45977 

宮島橋   北海 fuji37529 

宮内橋   広島 fuji18300 

宮内橋   新潟 fuji42405 

宮内橋   千葉 fuji46336 

宮内橋   徳島 fuji26477 

宮内橋   北海 fuji38360 

宮内跨線橋 新潟 fuji43602 

宮内川橋  香川 fuji18939 

宮内第一橋 熊本 fuji06364 

宮内第三橋 熊本 fuji06365 

宮之浦橋  鹿児 fuji22432 

宮之浦川橋 鹿児 fuji23309 

宮之浦大橋 鹿児 fuji51724 

宮之下橋  鹿児 fuji02043 

宮之橋   東京 fuji42394 

宮之城橋（←虎居橋）  

鹿児 fuji10380 

宮之前橋（神社橋）  

鹿児 fuji19892 

宮之木水道道路架道橋  

千葉 fuji52530 

宮幡橋   神奈 fuji52103 

宮尾橋   東京 fuji40213 

宮尾野橋  宮崎 fuji45477 

宮武橋   香川 fuji37480 

宮部川橋  岡山 fuji16782 

宮平橋（←沖野尻橋）  

広島 fuji47942 

宮方橋   宮城 fuji04088 

宮北橋   愛媛 fuji27103 

宮北橋   山梨 fuji37562 

宮本橋   三重 fuji21629 

宮本橋   千葉 fuji48352 

宮本橋   東京 fuji40373 

宮本橋   徳島 fuji16954 

宮本通架道橋 兵庫 fuji15440 

宮木橋   長野 fuji12682 

宮野井路橋 大分 fuji15321 

宮野橋   徳島 fuji32719 

宮野橋   兵庫 fuji29284 

宮野原橋  新潟 fuji07630 

宮野川橋  山口 fuji14540 

宮野々橋  高知 fuji09848 

宮来橋   大分 fuji41796 

宮裏橋   愛知 fuji41721 

宮良橋   沖縄 fuji00331 

宮領橋   福井 fuji45947 

宮林町高架橋 大阪 fuji24359 

宮路橋   岡山 fuji28752 

宮脇橋   静岡 fuji06640 

宮渕跨線橋 長野 fuji26642 

弓ノ瀬橋   静岡 fuji25722 

弓削橋   熊本 fuji27451 

弓削橋（南熊山橋）  

岡山 fuji27071 

弓削神社の橋 愛媛 fuji07940 

弓取橋   香川 fuji40294 

弓場橋   鳥取 fuji30282 

弓場橋   和歌 fuji50758 

弓槻橋   京都 fuji38021 

弓道橋   徳島 fuji13069 

弓木橋   宮崎 fuji53723 

弓木野橋  鹿児 fuji14758 

求橋    兵庫 fuji42259 

求女橋   長野 fuji35678 

求名橋   鹿児 fuji09860 

球磨橋   熊本 fuji35487 

球磨川橋(萩原橋)  

熊本 fuji22794 

球磨大橋（山王橋）  

熊本 fuji37169 

笈の沢橋  山形 fuji13825 

笈瀬橋   愛知 fuji13047 

給下橋   島根 fuji41111 

旧京王陸橋 東京 fuji26598 

旧試験場橋 北海 fuji35897 

旧十軒橋  北海 fuji50113 

旧十軒二の橋 北海 fuji50114 

旧神通川橋 富山 fuji10930 

旧青田川橋   fuji04895 

旧第四号国道高架橋  

栃木 fuji22900 

旧東海道線（現奈良線）跨線橋

     京都 fuji11556 

旧木場田橋 鹿児 fuji15896 

旧用水堀橋 埼玉 fuji08323 

旧淀の土橋 京都 fuji03920 

旧落合橋  北海 fuji52257 

牛ケ瀬橋  京都 fuji53843 

牛ケ瀬避溢橋 京都 fuji02619 

牛ケ谷橋  大分 fuji25219 

牛ケ爪川 橋 佐賀 fuji35076 

牛ケ爪川橋  長野 fuji34838 

牛ケ島跨線水路橋  

新潟 fuji15998 

牛ノ河川橋  鹿児 fuji26734 

牛ノ首橋   徳島 fuji41773 

牛の谷橋  石川 fuji07760 

牛越橋   宮城 fuji04309 

牛王堂橋  静岡 fuji25014 

牛屋浜橋  徳島 fuji03975 

牛潟橋（←鷲范橋）  

青森 fuji04733 

牛巻橋   愛知 fuji11002 

牛間田橋  佐賀 fuji32277 

牛口橋   長崎 fuji01503 

牛骨橋   福島 fuji51244 

牛込橋   東京 fuji00265 

牛込見附陸橋 東京 fuji07029 

牛飼橋   山梨 fuji10258 

牛朱別橋  北海 fuji45885 

牛朱別川橋 北海 fuji16155 

牛首大橋  石川 fuji46593 

牛除橋   長野 fuji47294 

牛川橋   福島 fuji47266 

牛洗橋   岡山 fuji52009 

牛台橋   長野 fuji12743 

牛滝橋   秋田 fuji34269 

牛滝橋   静岡 fuji27645 

牛沢（川）橋 福島 fuji35422 

牛池川橋  群馬 fuji43810 

牛津橋   佐賀 fuji36894 

牛津川橋  佐賀 fuji07259 

牛津大橋  佐賀 fuji18876 

牛田橋   東京 fuji03576 

牛田橋（神田橋）  

広島 fuji00368 

牛田大橋  広島 fuji47145 

牛渡橋   岐阜 fuji41261 

牛渡橋   福岡 fuji37489 

牛渡戸橋  宮城 fuji02694 

牛渡川橋  山形 fuji15387 

牛島の船橋（落合橋）  

長野 fuji03375 

牛島橋   群馬 fuji07087 

牛島橋   佐賀 fuji24203 

牛島橋   秋田 fuji38393 

牛島跨線橋 秋田 fuji49948 

牛島合落合橋 長野 fuji13704 

牛頭橋   千葉 fuji34904 

牛頭川橋(下り)  

群馬 fuji15783 

牛道川橋  岐阜 fuji25340 

牛之河橋  鹿児 fuji19745 

牛尾橋   鹿児 fuji20473 

牛尾橋   鳥取 fuji30284 

牛尾第一橋 鹿児 fuji41805 

牛鼻橋   鹿児 fuji15497 

牛浜橋   東京 fuji02623 

牛伏橋   岩手 fuji51917 

牛伏川橋  長野 fuji32365 

牛淵橋   愛知 fuji10410 

牛牧谷水路橋 岐阜 fuji21797 

牛立橋   大阪 fuji25618 

牛渕川橋  静岡 fuji52593 

去章橋   北海 fuji38380 

去石橋   岩手 fuji32921 

去来橋   新潟 fuji38138 

居士橋   青森 fuji05222 

居場橋   愛媛 fuji44627 

居川橋（江川橋）  

大阪 fuji26087 

居村橋   東京 fuji36716 

居武士橋（→日の出橋）  

北海 fuji37074 

居武士橋（←大谷橋）  

北海 fuji16603 

居辺橋   北海 fuji28824 

居木橋   東京 fuji02761 

居立川橋  福岡 fuji06424 

居林橋   愛知 fuji30189 

許田橋   沖縄 fuji10386 

鋸橋（カブトノ橋） 

北海 fuji46700 

鋸緑別川橋 北海 fuji15214 

漁火橋   北海 fuji51355 

漁喜橋   新潟 fuji40379 

漁橋    北海 fuji04331 

漁川橋   北海 fuji33696 

漁川中島橋 北海 fuji46064 

漁川南十八号橋  

北海 fuji46065 

漁別橋   北海 fuji44390 

魚永橋   熊本 fuji02857 

魚見下橋  島根 fuji15307 

魚見橋   三重 fuji42429 

魚見橋   新潟 fuji35672 

魚見橋   鳥取 fuji41949 

魚戸橋   岐阜 fuji12363 

魚市橋（第九橋）  

長崎 fuji00541 

魚止橋   岐阜 fuji53800 

魚住橋   大分 fuji14745 

魚住橋   北海 fuji31250 

魚沼橋   新潟 fuji14721 

魚沼橋（←岩沢橋）  

新潟 fuji10862 

魚沼橋（岩沢の船橋）  

新潟 fuji05367 

魚瀬橋   三重 fuji49471 

魚切橋   広島 fuji19714 

魚町橋   三重 fuji16312 

魚之橋   兵庫 fuji25086 

魚飛橋   三重 fuji40869 

魚返橋   岐阜 fuji47871 

魚野川橋  新潟 fuji16229 

魚野川第一橋 新潟 fuji22966 

魚野川第三橋 新潟 fuji22970 

魚野川第二橋 新潟 fuji22969 

魚留橋   岐阜 fuji52915 

魚梁瀬橋  高知 fuji14174 

魚梁瀬四号橋 高知 fuji43124 

魚梁瀬大橋（魚梁瀬三号橋） 

 高知 fuji43123 

享保水路太鼓橋  

宮崎 fuji01358 

京ケ峯橋  愛知 fuji53657 

京街道架道橋 兵庫 fuji02166 

京急第４川崎架道橋  

    fuji47080 

京橋    岡山 fuji01637 

京橋    京都 fuji00143 

京橋    広島 fuji02375 

京橋    滋賀 fuji25849 

京橋    大阪 fuji00217 

京橋    鳥取 fuji14966 

京橋    島根 fuji33288 

京橋    福岡 fuji25425 

京橋    兵庫 fuji01545 

京橋    和歌 fuji02178 

京橋（一之橋） 東京 fuji01960 

京橋（小橋，中橋を含む）  

岡山 fuji00138 

京橋（智頭京橋）  

鳥取 fuji25829 

京橋一之橋 東京 fuji18586 

京橋水管橋 岡山 fuji10201 

京極橋   北海 fuji25629 

京戸橋   山梨 fuji39628 

京口橋   京都 fuji05758 

京口橋（←豊篠橋）  

兵庫 fuji02248 

京口坂橋  三重 fuji38166 

京阪跨線橋 大阪 fuji25810 

京成橋   東京 fuji20925 



 ３２ 

京川橋   京都 fuji33099 

京町橋   大阪 fuji02436 

京津線跨線橋 滋賀 fuji12086 

京塚橋   岡山 fuji15608 

京塚橋   山形 fuji37393 

京塚橋   大分 fuji23333 

京田橋   山形 fuji03172 

京田川橋  山形 fuji14787 

京免川橋  岡山 fuji06317 

京面橋   山口 fuji49154 

京路戸橋  栃木 fuji52082 

供中橋   福島 fuji08734 

供方橋   静岡 fuji33914 

供有橋   山口 fuji27341 

競運橋   群馬 fuji43804 

競川橋   香川 fuji11262 

競艇場跨線橋 静岡 fuji49854 

共栄橋   愛知 fuji23203 

共栄橋   愛媛 fuji23443 

共栄橋   岡山 fuji25135 

共栄橋   群馬 fuji24429 

共栄橋   広島 fuji33028 

共栄橋   埼玉 fuji16706 

共栄橋   青森 fuji39444 

共栄橋   千葉 fuji19509 

共栄橋   徳島 fuji22645 

共栄橋   栃木 fuji42872 

共栄橋   北海 fuji21583 

共栄橋（船戸） 高知 fuji42794 

共栄橋（不入） 高知 fuji41783 

共益橋   岐阜 fuji30037 

共楽橋   北海 fuji10973 

共進橋   神奈 fuji12826 

共進橋   静岡 fuji02060 

共進橋   徳島 fuji34089 

共進橋   北海 fuji42204 

共存橋   愛媛 fuji23444 

共同橋   静岡 fuji26229 

共同橋   徳島 fuji44358 

共方橋   広島 fuji47513 

共鳴橋   北海 fuji35653 

共有橋   北海 fuji45875 

共立橋   北海 fuji32206 

共和橋   埼玉 fuji19676 

共和橋   北海 fuji35859 

共和五号橋 北海 fuji47416 

共和三号橋 北海 fuji47414 

共和四号橋 北海 fuji47415 

共和二号橋 北海 fuji47413 

協栄橋   北海 fuji25279 

協議橋   青森 fuji04729 

協橋    千葉 fuji03987 

協心橋   大分 fuji01695 

協力橋   北海 fuji37172 

協和橋   佐賀 fuji53904 

協和橋   奈良 fuji38478 

協和橋   北海 fuji36668 

境（堺）橋  青森 fuji03749 

境（堺）橋  福岡 fuji14706 

境（川）橋  愛知 fuji16310 

境の沢橋  青森 fuji25282 

境ノ沢橋   長野 fuji11294 

境の谷橋  宮崎 fuji36757 

境ノ目橋   山形 fuji13937 

境井田橋  東京 fuji32229 

境界橋   北海 fuji43328 

境関橋   青森 fuji29928 

境橋    愛知 fuji03058 

境橋    茨城 fuji15988 

境橋    岡山 fuji13180 

境橋    岩手 fuji37186 

境橋    宮崎 fuji19181 

境橋    宮城 fuji02488 

境橋    熊本 fuji08384 

境橋    群馬 fuji06696 

境橋    埼玉 fuji24898 

境橋    山口 fuji27084 

境橋    山梨 fuji15933 

境橋    鹿児 fuji04287 

境橋    新潟 fuji04977 

境橋    神奈 fuji02446 

境橋    青森 fuji04914 

境橋    石川 fuji51812 

境橋    千葉 fuji10057 

境橋    大阪 fuji45778 

境橋    大分 fuji04262 

境橋    長崎 fuji02218 

境橋    長野 fuji06148 

境橋    島根 fuji03933 

境橋    東京 fuji00353 

境橋    栃木 fuji07948 

境橋    富山 fuji01687 

境橋    福岡 fuji29993 

境橋    福島 fuji49790 

境橋（←彊国橋） 

 岐阜 fuji04676 

境橋（←新妹橋） 

 三重 fuji45394 

境橋（金山） 岐阜 fuji03316 

境橋（大川橋，千曲川橋）  

長野 fuji08954 

境橋（番所橋） 佐賀 fuji41790 

境橋（六十間橋）  

北海 fuji25443 

境寺橋   福井 fuji44098 

境出川橋  香川 fuji12934 

境川架道橋   fuji45382 

境川橋   愛知 fuji04802 

境川橋   岡山 fuji06346 

境川橋   宮崎 fuji14164 

境川橋   宮城 fuji13818 

境川橋   熊本 fuji18728 

境川橋   香川 fuji12930 

境川橋   山梨 fuji26629 

境川橋   滋賀 fuji28876 

境川橋   新潟 fuji17923 

境川橋   神奈 fuji09267 

境川橋   千葉 fuji17277 

境川橋   大阪 fuji20187 

境川橋   長崎 fuji25794 

境川橋   東京 fuji17919 

境川橋   徳島 fuji26681 

境川橋   富山 fuji03035 

境川橋   福岡 fuji21272 

境川橋   北海 fuji12176 

境川橋（国境橋）  

岐阜 fuji02137 

境川跨線橋 岐阜 fuji53077 

境川水路橋 神奈 fuji46589 

境川大橋  岐阜 fuji53325 

境川大橋  神奈 fuji43456 

境大橋   愛知 fuji51089 

境大橋   秋田 fuji47055 

境大橋   千葉 fuji44962 

境沢架道橋 静岡 fuji25719 

境沢橋   群馬 fuji22257 

境沢橋   長野 fuji01113 

境谷橋   高知 fuji52403 

境谷橋   徳島 fuji32269 

境田橋   岡山 fuji23256 

境無橋   長野 fuji41527 

境目筋陸橋 兵庫 fuji21458 

境野一号橋 北海 fuji39895 

境野橋   宮城 fuji25660 

峡時橋   北海 fuji45034 

峡谷橋   大分 fuji47977 

峡谷橋   北海 fuji45245 

強首橋   秋田 fuji36707 

強石橋   埼玉 fuji36238 

強羅橋   神奈 fuji34570 

彊国橋（→境橋）  

岐阜 fuji04676 

恭仁大橋  京都 fuji09152 

教育橋   和歌 fuji10836 

教楽来橋  福岡 fuji41296 

教仙橋   和歌 fuji42978 

橋ケ谷橋  岡山 fuji23028 

橋ケ谷橋  三重 fuji35552 

橋の元橋  岡山 fuji13177 

橋掛橋   鹿児 fuji10424 

橋詰橋   愛媛 fuji07294 

橋詰橋   岡山 fuji07935 

橋詰橋   宮崎 fuji40758 

橋詰橋   熊本 fuji35160 

橋詰橋   広島 fuji31041 

橋詰橋   徳島 fuji36442 

橋詰橋   福井 fuji04545 

橋詰水路橋 大分 fuji01624 

橋原橋   長野 fuji01258 

橋原前橋  長野 fuji09134 

橋戸橋   岐阜 fuji23183 

橋戸橋   千葉 fuji22273 

橋戸橋   東京 fuji10490 

橋呉川橋  北海 fuji21966 

橋口橋   鹿児 fuji51859 

橋口橋   長崎 fuji03162 

橋坂橋   福島 fuji09641 

橋山橋   佐賀 fuji16939 

橋寺橋   大阪 fuji34182 

橋寺中橋  大阪 fuji38605 

橋床橋   兵庫 fuji26090 

橋場橋   岐阜 fuji47490 

橋場橋   熊本 fuji35157 

橋場橋   東京 fuji18595 

橋場橋   福島 fuji15525 

橋場橋水路橋 岐阜 fuji25336 

橋場美橋  茨城 fuji37319 

橋川原橋  宮城 fuji04098 

橋川原橋  長崎 fuji18456 

橋谷橋   大阪 fuji29277 

橋谷川橋  熊本 fuji10420 

橋津橋   大分 fuji34787 

橋津橋   鳥取 fuji28398 

橋爪橋   愛媛 fuji29492 

橋爪橋   京都 fuji42962 

橋殿    京都 fuji01582 

橋東川橋  香川 fuji07790 

橋之口橋  鹿児 fuji20548 

橋別川橋  北海 fuji15744 

橋本橋   岡山 fuji22136 

橋本橋   岩手 fuji01617 

橋本橋   宮城 fuji42529 

橋本橋   熊本 fuji05385 

橋本橋   三重 fuji51995 

橋本橋   山口 fuji00582 

橋本橋   滋賀 fuji43999 

橋本橋   東京 fuji04759 

橋本橋   徳島 fuji30958 

橋本橋   富山 fuji24006 

橋本橋   福井 fuji04791 

橋本橋   和歌 fuji00109 

橋本川橋  香川 fuji07791 

橋本大橋  山口 fuji00201 

橋満橋   宮崎 fuji30576 

橋免橋   和歌 fuji48942 

橋木橋   長野 fuji27897 

橋立橋   岐阜 fuji11080 

狭間橋   岐阜 fuji32245 

狭間橋   高知 fuji13915 

狭間第一高架橋  

東京 fuji50995 

狭間第六架道橋  

東京 fuji49567 

狭橋    静岡 fuji33920 

狭山堀橋  東京 fuji15163 

狭山里道架道橋  

大阪 fuji07961 

狭霜橋   東京 fuji24922 

狭野橋   宮崎 fuji37500 

興亜橋（角の浦橋）  

徳島 fuji47525 

興亜橋（東三好橋）  

徳島 fuji30122 

興源寺川橋 徳島 fuji30356 

興仁橋   奈良 fuji47368 

興勢橋   北海 fuji40452 

興正寺橋  愛媛 fuji53890 

興禅寺橋  大分 fuji33557 

興津橋   大阪 fuji19425 

興津川橋  静岡 fuji05706 

興津川橋  千葉 fuji21055 

興津川橋（浦安橋）  

静岡 fuji28527 

興農橋   北海 fuji41832 

興部橋   北海 fuji28509 

興部川橋  北海 fuji15331 

興部川避溢橋 北海 fuji15332 

興野橋   栃木 fuji36500 

興野々橋  愛媛 fuji16332 

興和橋   北海 fuji46273 

郷（江）川橋 島根 fuji15350 

郷の崎橋  広島 fuji29976 

郷丸橋   鹿児 fuji39303 

郷橋    愛媛 fuji16274 

郷橋    群馬 fuji49251 

郷原橋   広島 fuji48947 

郷後橋   愛知 fuji36735 

郷口橋   福岡 fuji06757 

郷川橋   京都 fuji48548 

郷川橋   大分 fuji12067 

郷川橋   島根 fuji10124 

郷倉前橋  東京 fuji03585 

郷荘橋   大阪 fuji14368 

郷台橋   山梨 fuji39503 

郷沢橋   長野 fuji47683 

郷中上橋  愛知 fuji35053 

郷田橋   島根 fuji22556 

郷田切橋  新潟 fuji29221 

郷東橋（香東橋）  

香川 fuji06755 

郷東橋（香東川橋）  

香川 fuji25171 

郷東跨線橋（香西跨線橋） 

 香川 fuji43663 

郷東川橋  香川 fuji47157 

郷之瀬橋  広島 fuji14917 

郷平橋   埼玉 fuji04470 

郷六橋   宮城 fuji00499 

郷藪川 B橋 香川 fuji20510 

鏡橋    新潟 fuji39030 

鏡橋    静岡 fuji41270 

鏡橋    大分 fuji53720 

鏡橋    長野 fuji31549 

鏡橋    北海 fuji31646 

鏡川橋   高知 fuji07053 

鏡谷橋   三重 fuji34722 

鏡地橋   沖縄 fuji12175 

鏡中条橋  山梨 fuji28939 
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鏡渡橋（←万年橋）  

山梨 fuji26437 

響橋    秋田 fuji25290 

響橋    神奈 fuji30147 

饗荻橋   愛知 fuji31731 

仰雲橋   北海 fuji49011 

凝山橋   山形 fuji47442 

暁橘橋   大分 fuji53721 

暁橋    岐阜 fuji42006 

暁橋    東京 fuji17081 

暁橋    福岡 fuji41785 

暁橋    北海 fuji31122 

暁橋（→東神楽橋）  

北海 fuji31489 

暁美橋   高知 fuji17151 

業平橋   東京 fuji00359 

業平橋   兵庫 fuji18833 

業平橋高架橋 東京 fuji23313 

曲り沢橋  北海 fuji43377 

曲七橋   北海 fuji44670 

曲水橋   北海 fuji48284 

曲川橋   長崎 fuji19168 

曲沢橋   長野 fuji46183 

曲長橋   北海 fuji44044 

曲田の吊橋 秋田 fuji27471 

曲田下橋  神奈 fuji49987 

曲田橋   神奈 fuji27869 

曲木橋   福井 fuji33507 

曲里橋   兵庫 fuji04927 

曲輪橋（新橋・御幸新橋）  

群馬 fuji02192 

曲輪田橋  山梨 fuji38301 

極楽橋   愛媛 fuji20487 

極楽橋   京都 fuji16317 

極楽橋   香川 fuji11265 

極楽橋   新潟 fuji45325 

極楽橋   大阪 fuji07409 

極楽橋   東京 fuji31893 

極楽橋   福岡 fuji28908 

極楽橋   北海 fuji44404 

極楽橋（←第一橋）  

長崎 fuji00463 

極楽橋（阿弥陀橋）  

長崎 fuji00463 

極楽橋（不動橋）  

和歌 fuji35060 

極楽寺橋  福岡 fuji30241 

玉ケ沢橋  栃木 fuji14512 

玉の井駅前通り架道橋  

東京 fuji50242 

玉の井架道橋 福島 fuji42708 

玉井堰用水橋 埼玉 fuji08984 

玉笠橋   徳島 fuji44616 

玉機橋   静岡 fuji08576 

玉橋    京都 fuji00238 

玉江橋   山口 fuji02186 

玉江橋   鹿児 fuji01339 

玉江橋   大分 fuji39572 

玉江橋   長崎 fuji09879 

玉江橋   兵庫 fuji18821 

玉江橋（←堀江橋）  

大阪 fuji00455 

玉江川橋  山口 fuji17998 

玉坂橋   青森 fuji27599 

玉山大橋  宮城 fuji39781 

玉散橋   佐賀 fuji44640 

玉子橋   埼玉 fuji31697 

玉手橋   大阪 fuji19807 

玉出橋   東京 fuji04703 

玉祥寺橋  熊本 fuji23050 

玉城橋   福島 fuji34894 

玉水橋   京都 fuji10093 

玉水橋   大阪 fuji20165 

玉石橋   和歌 fuji27051 

玉石沢橋  長野 fuji11297 

玉川橋   愛媛 fuji19660 

玉川橋   茨城 fuji32143 

玉川橋   岡山 fuji20900 

玉川橋   岩手 fuji17695 

玉川橋   京都 fuji36272 

玉川橋   香川 fuji09609 

玉川橋   山形 fuji51393 

玉川橋   山口 fuji37765 

玉川橋   秋田 fuji03534 

玉川橋   神奈 fuji16223 

玉川橋   静岡 fuji11937 

玉川橋   福島 fuji37399 

玉川橋   北海 fuji38985 

玉川橋（←高橋）  

埼玉 fuji03143 

玉川高架  神奈 fuji47202 

玉川上水橋 東京 fuji05621 

玉川大橋  秋田 fuji35726 

玉川第一橋 秋田 fuji35334 

玉船橋   大阪 fuji16480 

玉藻橋   香川 fuji19607 

玉藻橋   大阪 fuji29895 

玉蔵橋   岐阜 fuji07026 

玉蔵大橋  岐阜 fuji48078 

玉造橋   大阪 fuji03343 

玉造橋（→岩出山橋）  

宮城 fuji23911 

玉造大橋  島根 fuji29694 

玉造町高架橋 大阪 fuji24358 

玉帯橋   長崎 fuji00302 

玉台橋   茨城 fuji44693 

玉置橋   群馬 fuji19503 

玉置橋   兵庫 fuji03632 

玉置口橋  和歌 fuji38754 

玉津橋   愛媛 fuji13987 

玉津橋   大阪 fuji51465 

玉田橋   静岡 fuji09400 

玉田用水堀橋 栃木 fuji21020 

玉島橋   佐賀 fuji04844 

玉島川橋  佐賀 fuji16828 

玉湯川橋  島根 fuji11345 

玉之緒橋  神奈 fuji05148 

玉之迫橋  徳島 fuji26478 

玉鉾橋   静岡 fuji02352 

玉鉾橋   鳥取 fuji41557 

玉堀町架道橋 大阪 fuji23805 

玉湊橋   広島 fuji05169 

玉名橋   熊本 fuji16035 

玉名大橋  熊本 fuji37660 

玉野橋   埼玉 fuji24893 

玉来川橋  大分 fuji18032 

玉竜橋   兵庫 fuji03732 

桐ケ久保橋  長野 fuji45651 

桐ケ谷橋  島根 fuji23068 

桐ケ谷跨線橋 東京 fuji30403 

桐原橋   滋賀 fuji47894 

桐原橋   鹿児 fuji28799 

桐原陸橋  鹿児 fuji23052 

桐生橋   群馬 fuji16130 

桐生橋   滋賀 fuji34728 

桐生辻橋  滋賀 fuji26079 

桐沢橋   山梨 fuji27419 

桐沢橋   新潟 fuji33208 

桐谷橋   東京 fuji30425 

桐谷水路跨線橋  

大分 fuji18322 

桐内五橋  岩手 fuji30677 

桐内三橋  岩手 fuji30675 

桐内四橋  岩手 fuji30676 

桐内二橋  岩手 fuji30674 

桐内六橋  岩手 fuji30678 

桐淵橋   群馬 fuji02870 

桐木橋   長野 fuji47296 

桐渕橋   群馬 fuji24885 

勤（五）行川橋 栃木 fuji12799 

勤学橋   島根 fuji27323 

勤倹橋   北海 fuji40453 

勤行川橋  茨城 fuji05652 

勤行川大橋 茨城 fuji10484 

勤行大橋  茨城 fuji26257 

均草橋   山口 fuji47720 

巾の橋   新潟 fuji49100 

巾下橋   愛知 fuji42250 

巾川落合橋 長野 fuji04452 

錦衣橋   神奈 fuji48525 

錦雲橋   山口 fuji02187 

錦雲橋   兵庫 fuji37882 

錦橋    愛知 fuji38165 

錦橋    岡山 fuji27560 

錦橋    宮城 fuji41142 

錦橋    熊本 fuji02862 

錦橋    広島 fuji05574 

錦橋    山口 fuji15704 

錦橋    神奈 fuji01824 

錦橋    東京 fuji19129 

錦橋    兵庫 fuji05795 

錦橋    北海 fuji31088 

錦橋（土佐堀川可動堰）  

大阪 fuji22718 

錦渓橋   愛媛 fuji37144 

錦功橋   高知 fuji51332 

錦江橋   鹿児 fuji32878 

錦江橋   大分 fuji03117 

錦江橋   兵庫 fuji28884 

錦江橋（←御茶屋橋）  

兵庫 fuji12303 

錦桜橋   宮城 fuji07441 

錦桜橋   群馬 fuji13716 

錦糸橋   東京 fuji23465 

錦繍橋（鐘釣橋）  

富山 fuji21774 

錦城橋   山口 fuji46678 

錦織橋   滋賀 fuji09038 

錦織橋（八百津大橋）  

岐阜 fuji33018 

錦水橋   三重 fuji25039 

錦水橋   北海 fuji50112 

錦翠橋   北海 fuji37175 

錦川橋   山口 fuji25762 

錦川橋   石川 fuji47286 

錦川橋   北海 fuji17849 

錦帯橋   岐阜 fuji45335 

錦帯橋   山形 fuji40356 

錦帯橋（←源助橋）  

山口 fuji00405 

錦大橋   熊本 fuji36752 

錦沢橋   埼玉 fuji21995 

錦田橋   新潟 fuji03025 

錦電橋   山口 fuji19234 

錦里橋   新潟 fuji04683 

錦竜橋   山口 fuji18406 

錦竜川橋  新潟 fuji18086 

琴の浦橋  長崎 fuji27450 

琴ノ阪橋   大阪 fuji10585 

琴引川橋  奈良 fuji22102 

琴浦橋   長崎 fuji27364 

琴浦橋   東京 fuji25533 

琴浦橋   兵庫 fuji12623 

琴影橋   山口 fuji12636 

琴音橋   秋田 fuji03834 

琴橋    群馬 fuji00878 

琴光橋   三重 fuji39521 

琴江橋   大阪 fuji21195 

琴崎橋   山口 fuji17166 

琴似橋   北海 fuji51760 

琴緒町第一架道橋  

兵庫 fuji27968 

琴緒町第三架道橋  

兵庫 fuji27970 

琴緒町第四架道橋  

兵庫 fuji27690 

琴緒町第二架道橋  

兵庫 fuji27969 

琴水橋   山口 fuji20635 

琴瀬橋   北海 fuji38976 

琴川橋   山口 fuji11113 

琴洞橋（←仏原橋）  

福井 fuji48096 

琴栃谷橋  三重 fuji35055 

琴之緒橋  兵庫 fuji11854 

琴板橋   大阪 fuji28684 

琴平急行電鉄交差線路橋 

 香川 fuji16805 

琴平橋   高知 fuji50802 

琴平橋   東京 fuji19334 

琴平橋   富山 fuji15484 

琴平橋   北海 fuji51182 

禁野橋   大阪 fuji40163 

筋違橋   愛知 fuji10577 

筋違橋   岡山 fuji27989 

筋違橋   佐賀 fuji30465 

筋違橋   大阪 fuji03079 

筋違橋   大分 fuji01156 

筋違橋   長崎 fuji00132 

筋違橋（工事名→万世橋）  

東京 fuji09492 

筋向橋   三重 fuji01348 

芹ケ谷橋  東京 fuji35035 

芹久保橋  静岡 fuji32821 

芹川橋   高知 fuji12322 

芹川橋   滋賀 fuji27288 

芹川橋   秋田 fuji37687 

芹川第一避溢橋  fuji45847 

芹川第二避溢橋  fuji45848 

芹谷橋   富山 fuji29007 

衿川橋   鹿児 fuji20664 

近義川橋  大阪 fuji07702 

近戸橋   大分 fuji06794 

近江橋   滋賀 fuji52613 

近江橋   鳥取 fuji49140 

近江川橋  鳥取 fuji17961 

近江大橋  滋賀 fuji43290 

近江八幡橋 滋賀 fuji38018 

近川橋   青森 fuji03775 

近津尾橋  滋賀 fuji43869 

近鉄京都線丹波橋跨線橋  

京都 fuji20139 

近鉄跨線橋 岐阜 fuji45665 

近鉄跨線橋 大阪 fuji53350 

近田橋   広島 fuji29695 

近藤橋   長崎 fuji16959 

近藤橋   徳島 fuji19829 

近道川橋  香川 fuji20529 

近入橋   兵庫 fuji23242 

近文橋   北海 fuji32517 

近文橋（旭西橋） 

 北海 fuji32517 

近文東鷹栖第３２号橋  

北海 fuji47420 

近文東鷹栖第３６号橋  

北海 fuji47422 

近文東鷹栖第４０号橋  

北海 fuji47421 
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近文東鷹栖第４２号橋  

北海 fuji48861 

近文東鷹栖第４５号橋  

北海 fuji50339 

近文東鷹栖第４８号橋  

北海 fuji50338 

近文東鷹栖第５５号橋  

北海 fuji48860 

近文東鷹栖第６２号橋  

北海 fuji47423 

近文東鷹栖第７０号橋  

北海 fuji45879 

近文東鷹栖第７８号橋  

北海 fuji42497 

近文東鷹栖第８４号橋  

北海 fuji42498 

近文東鷹栖第８６号橋  

北海 fuji44031 

近又橋   静岡 fuji36596 

近緑橋   北海 fuji43540 

金ケ崎橋  岩手 fuji18338 

金ヶ崎川橋  岡山 fuji17348 

金の橋   福島 fuji38813 

金阿弥橋  東京 fuji03880 

金井橋   長野 fuji31034 

金井橋   福井 fuji01674 

金井橋（栄橋） 福井 fuji01674 

金井窪跨線橋 東京 fuji32602 

金井谷川橋 島根 fuji16351 

金井田橋  大分 fuji09337 

金井堀橋    fuji04892 

金浦橋   岡山 fuji39786 

金栄橋   愛媛 fuji28027 

金岡跨線橋 大阪 fuji40610 

金岡跨道橋 大阪 fuji51566 

金屋橋   滋賀 fuji28665 

金屋橋   大阪 fuji21187 

金屋橋   大分 fuji04273 

金屋橋   鳥取 fuji53859 

金屋橋   和歌 fuji10113 

金屋橋（旧・金徳橋）  

和歌 fuji05294 

金屋跨線橋 秋田 fuji46909 

金屋川橋    fuji32549 

金華（花）橋 長野 fuji13146 

金華橋   岐阜 fuji44863 

金華橋   長野 fuji07885 

金華新橋  北海 fuji49893 

金間橋   熊本 fuji31952 

金丸橋   滋賀 fuji12299 

金丸橋   長崎 fuji39405 

金丸橋   福岡 fuji15495 

金岩橋   愛知 fuji34055 

金気橋   鹿児 fuji29351 

金久保橋  群馬 fuji48507 

金久保橋  静岡 fuji29917 

金宮橋   福岡 fuji25623 

金橋    北海 fuji36302 

金曲橋   青森 fuji40989 

金九郎橋  広島 fuji20412 

金駒内橋  北海 fuji35312 

金具橋   鹿児 fuji17491 

金慶橋   兵庫 fuji40923 

金鶏橋   宮城 fuji37082 

金鶏橋   徳島 fuji50429 

金見橋   北海 fuji38551 

金原橋   島根 fuji25111 

金戸橋   富山 fuji33211 

金光橋   岡山 fuji22391 

金港橋   神奈 fuji18611 

金高橋   青森 fuji45870 

金剛橋   愛媛 fuji14249 

金剛橋   茨城 fuji15115 

金剛橋   岡山 fuji09440 

金剛橋   熊本 fuji25528 

金剛橋   三重 fuji02903 

金剛橋   滋賀 fuji15592 

金剛橋   鹿児 fuji02885 

金剛橋   大阪 fuji28074 

金剛橋   徳島 fuji02217 

金剛川橋  岡山 fuji16792 

金剛川橋  三重 fuji06862 

金剛大橋（←上石川橋）  

大阪 fuji04576 

金剛大橋（←富田栄橋）  

大阪 fuji29817 

金剛沢橋  宮城 fuji42533 

金轟橋   愛媛 fuji03356 

金砂橋   愛媛 fuji41580 

金桜橋   福岡 fuji51486 

金山（境橋） 岐阜 fuji03316 

金山一号橋 北海 fuji44226 

金山架道橋 埼玉 fuji47275 

金山橋   岐阜 fuji19921 

金山橋   宮城 fuji53003 

金山橋   群馬 fuji52083 

金山橋   山形 fuji35506 

金山橋   鹿児 fuji02212 

金山橋   新潟 fuji49090 

金山橋   大分 fuji03369 

金山橋   島根 fuji14199 

金山橋   福岡 fuji37146 

金山橋   福島 fuji37674 

金山橋   北海 fuji06381 

金山橋（第一） 鹿児 fuji03401 

金山湖橋  北海 fuji48156 

金山跨線橋 青森 fuji24659 

金山跨線橋 北海 fuji53736 

金山三号橋 北海 fuji36985 

金山四号橋 北海 fuji48000 

金山鹿越橋 北海 fuji43526 

金山新橋  愛知 fuji41543 

金山川橋  岡山 fuji08021 

金山川橋  千葉 fuji09562 

金山川橋  福岡 fuji12065 

金山川橋（上り）  

福岡 fuji06275 

金山大橋  山形 fuji03538 

金山峠跨線橋 鹿児 fuji13597 

金山二号橋 北海 fuji47598 

金山湧別川橋 北海 fuji19284 

金子橋   愛媛 fuji35611 

金子橋   青森 fuji29634 

金鹿橋   北海 fuji45094 

金助橋   福岡 fuji48021 

金勝川橋  滋賀 fuji43289 

金城橋   愛知 fuji50272 

金城橋   沖縄 fuji00417 

金吹橋   静岡 fuji04500 

金水橋   鳥取 fuji49346 

金杉橋   埼玉 fuji16302 

金杉橋   山形 fuji33296 

金杉橋   東京 fuji00412 

金杉橋架道橋 東京 fuji45279 

金杉川橋  千葉 fuji12463 

金瀬橋   三重 fuji44535 

金星橋   愛媛 fuji09607 

金星橋（←１２０間橋）  

北海 fuji21582 

金生橋   愛媛 fuji08898 

金生川橋  愛媛 fuji15451 

金精峠三号橋 栃木 fuji46689 

金石橋   山梨 fuji40740 

金石橋   大阪 fuji22357 

金石跨線橋 石川 fuji53316 

金川橋   愛知 fuji40587 

金川橋   山梨 fuji23407 

金川橋   秋田 fuji14175 

金川橋   石川 fuji01367 

金川橋   福島 fuji08061 

金川橋   福島 fuji13018 

金川橋   北海 fuji14869 

金川大橋  岡山 fuji01885 

金泉橋   福島 fuji34238 

金泉中央橋 徳島 fuji49168 

金洗橋（長豊橋）  

静岡 fuji07501 

金洗場橋  島根 fuji11018 

金洗沢橋  宮城 fuji02525 

金倉川橋  香川 fuji46486 

金蔵寺橋  香川 fuji38037 

金蔵寺跨線橋 香川 fuji44362 

金太夫橋  福井 fuji02449 

金滝橋   新潟 fuji38287 

金沢橋   愛知 fuji40751 

金沢橋   茨城 fuji20312 

金沢橋   岩手 fuji00906 

金沢橋   群馬 fuji41359 

金沢橋   秋田 fuji33344 

金沢橋   新潟 fuji12485 

金沢橋   神奈 fuji06042 

金沢橋   長野 fuji06726 

金沢橋   東京 fuji39922 

金沢橋   北海 fuji32132 

金沢跨線橋 山形 fuji46922 

金沢川水路橋 群馬 fuji53189 

金谷バイパス避溢橋 

 静岡 fuji53336 

金谷橋   岡山 fuji27990 

金谷橋   岐阜 fuji51987 

金谷橋   山形 fuji49236 

金谷橋   長野 fuji49466 

金谷橋（大曲橋） 

 秋田 fuji29115 

金谷川橋  千葉 fuji14513 

金地橋   島根 fuji51468 

金町高架橋 東京 fuji47410 

金長橋   徳島 fuji34750 

金鳥居橋  山梨 fuji47853 

金津橋（←市姫橋） 

 福井 fuji13396 

金津大橋（市姫橋）  

福井 fuji00947 

金堤橋   大分 fuji01599 

金田橋   岡山 fuji24642 

金田橋   神奈 fuji48912 

金田橋   長崎 fuji03106 

金田跨線橋 福岡 fuji50813 

金刀比羅橋 香川 fuji05448 

金刀比羅橋 高知 fuji47541 

金堂川避溢橋   fuji46051 

金内橋   熊本 fuji01290 

金納橋   福岡 fuji26166 

金馬橋   大分 fuji41799 

金比羅橋  愛媛 fuji03649 

金比羅橋  岡山 fuji17051 

金比羅橋  京都 fuji49613 

金比羅橋  広島 fuji11674 

金比羅橋  山口 fuji52191 

金比羅橋  徳島 fuji19603 

金比羅橋（←由比橋）  

北海 fuji12561 

金尾別橋  北海 fuji32013 

金毘羅橋  愛媛 fuji42790 

金毘羅橋  群馬 fuji50884 

金毘羅橋  北海 fuji38824 

金毘羅橋  和歌 fuji36135 

金毘羅橋（←由比橋）  

北海 fuji16641 

金浜めがね橋 長崎 fuji01203 

金浜眼鏡橋 長崎 fuji01268 

金浜橋   長崎 fuji01603 

金瓶橋   山形 fuji33482 

金富橋   北海 fuji37923 

金腐大橋  石川 fuji24953 

金平橋   三重 fuji25266 

金平橋   富山 fuji08179 

金辺橋   福岡 fuji28044 

金峰橋   長野 fuji15284 

金堀下橋  京都 fuji51829 

金木橋   青森 fuji02887 

金木橋   千葉 fuji49814 

金目橋   神奈 fuji18077 

金目川橋  神奈 fuji18911 

金目川高架橋 神奈 fuji53202 

金門橋   岐阜 fuji44332 

金湧橋   北海 fuji40471 

金欄橋   兵庫 fuji13579 

金留橋   宮城 fuji45595 

金竜橋   長崎 fuji08233 

金竜橋   栃木 fuji26871 

金龍橋   福島 fuji49238 

金輪渕橋  愛媛 fuji40298 

銀の橋   福島 fuji38814 

銀の沢橋  北海 fuji43742 

銀杏架道橋 宮城 fuji38886 

銀杏橋   秋田 fuji31133 

銀杏橋   大阪 fuji25269 

銀河橋   北海 fuji45247 

銀閣寺橋  京都 fuji16085 

銀橋    青森 fuji01444 

銀行橋（→与の字橋）  

岩手 fuji02682 

銀座橋   熊本 fuji33276 

銀座跨道橋 三重 fuji47115 

銀山橋   山形 fuji19846 

銀山橋   福島 fuji43563 

銀山橋   兵庫 fuji22368 

銀山平橋  栃木 fuji10440 

銀水橋（現・白銀橋）  

福岡 fuji25191 

銀水川橋  福岡 fuji47545 

銀清橋   北海 fuji53555 

銀沢橋   北海 fuji52515 

銀波橋   神奈 fuji50118 

銀竜橋   福島 fuji51248 

 

… ク … 
 

九ノ瀬橋   兵庫 fuji33390 

九ノ坪橋   滋賀 fuji05789 

九円沢橋  長野 fuji48386 

九鬼橋   徳島 fuji37622 

九栗谷橋  徳島 fuji53876 

九号橋   島根 fuji37347 

九号橋   北海 fuji32297 

九合橋   島根 fuji39384 

九十九橋  広島 fuji32031 

九十九橋  山形 fuji03135 

九十九橋  千葉 fuji22270 

九十九橋  福井 fuji00100 

九十九曲橋 栃木 fuji21009 

九十九折橋 兵庫 fuji28689 

九十九里橋 千葉 fuji32639 

九十川橋  埼玉 fuji10537 

九重一号橋 北海 fuji53561 

九重橋 東京 fuji13907 

九重橋   北海 fuji51143 



 ３５ 

九条橋   京都 fuji38022 

九条跨線橋（東山橋）  

京都 fuji24513 

九線橋   北海 fuji23370 

九双橋   島根 fuji47925 

九蔵橋   岐阜 fuji16059 

九斗川橋  岡山 fuji06340 

九度山橋  和歌 fuji10119 

九頭竜橋（←舟橋）  

福井 fuji11068 

九頭龍川橋（中角橋）  

福井 fuji20098 

九道橋   東京 fuji00477 

九二橋   群馬 fuji06694 

九日市場高架橋  fuji46384 

九日田橋  鹿児 fuji22445 

九年橋   岩手 fuji02476 

九之助橋  大阪 fuji03340 

九反田橋  高知 fuji45203 

九番橋   宮城 fuji02515 

九輪塔橋  茨城 fuji39339 

九郎原橋  福岡 fuji21499 

九郎太郎橋 鹿児 fuji10195 

九粹橋   京都 fuji11100 

倶楽部前橋 宮崎 fuji20652 

倶知安橋  北海 fuji09293 

倶登山橋  北海 fuji45073 

区画１１号橋 北海 fuji53456 

区画１２号橋 北海 fuji51770 

区画１２号橋 北海 fuji53457 

区画１３号橋 北海 fuji51771 

区画１４号橋 北海 fuji51772 

区画３号橋  北海 fuji51773 

区画５号橋  北海 fuji51774 

区画６号橋  北海 fuji51775 

区画６号南橋 北海 fuji53453 

区画７号橋  北海 fuji53454 

区画８号橋  北海 fuji53455 

区画９号橋  北海 fuji44046 

区画整理橋 北海 fuji53250 

区界下の橋 岩手 fuji35029 

区界橋   岩手 fuji35028 

狗子ノ橋   和歌 fuji05293 

狗子川橋  和歌 fuji12631 

玖珠川橋  大分 fuji25801 

玖島橋   長崎 fuji25273 

玖島崎橋  長崎 fuji32751 

玖島崎新橋 長崎 fuji32750 

玖波架道橋 広島 fuji18725 

玖木橋   高知 fuji36641 

玖老勢橋  愛知 fuji17559 

玖老勢川橋 愛知 fuji21157 

苦楽橋   福岡 fuji08264 

駒ヶ根橋  長野 fuji15282 

駒ケ谷橋  三重 fuji40115 

駒栄橋   兵庫 fuji08593 

駒岡橋   神奈 fuji45544 

駒寄川橋  群馬 fuji15650 

駒形橋   群馬 fuji21597 

駒形橋   秋田 fuji35285 

駒形橋   東京 fuji19104 

駒形橋   栃木 fuji46325 

駒形川橋    fuji08968 

駒見橋   長野 fuji25323 

駒込橋   青森 fuji19664 

駒込橋   長野 fuji40393 

駒込橋   東京 fuji09563 

駒込川橋  青森 fuji51915 

駒止橋   岐阜 fuji33666 

駒止橋   北海 fuji43077 

駒城橋   山梨 fuji41249 

駒場架道橋 福島 fuji47648 

駒場橋   愛知 fuji24442 

駒場橋   東京 fuji06121 

駒場橋   北海 fuji24419 

駒瀬橋   長野 fuji27894 

駒千代橋  神奈 fuji33071 

駒川 10号橋 大阪 fuji25074 

駒川３号橋  大阪 fuji25068 

駒川４号橋  大阪 fuji25069 

駒川５号橋  大阪 fuji24760 

駒川６号橋  大阪 fuji25070 

駒川７号橋  大阪 fuji25071 

駒川９号橋  大阪 fuji25072 

駒川橋   大阪 fuji50280 

駒洗川橋  静岡 fuji05733 

駒倉沢橋  山形 fuji51047 

駒倉谷橋  徳島 fuji11880 

駒沢橋   神奈 fuji52302 

駒沢橋   長野 fuji51286 

駒塚橋   東京 fuji17084 

駒田第一橋 鹿児 fuji29865 

駒板橋   福島 fuji48339 

駒返橋   熊本 fuji01598 

駒木橋   岩手 fuji40486 

駒木野橋  東京 fuji10324 

駒留陸橋  東京 fuji48184 

空ケ橋   鹿児 fuji37291 

空橋    静岡 fuji34937 

空港橋   北海 fuji49031 

空色橋   群馬 fuji51789 

空蝉橋   東京 fuji09286 

空沢橋   北海 fuji42070 

空知橋（←幌内太橋→三笠山 

橋）   北海 fuji04937 

空知川橋  北海 fuji08671 

空知太大橋（→空知大橋）  

北海 fuji05809 

空知大橋  北海 fuji25594 

空洞橋   静岡 fuji31800 

空堀橋   東京 fuji00839 

隅橋   佐賀 fuji28238 

隅川橋   宮城 fuji02079 

隅田橋   熊本 fuji14255 

隅田川駅構内運河橋  

東京 fuji20737 

隅田川橋  山口 fuji22162 

隅田川橋  東京 fuji07459 

隅田第一避溢橋  

東京 fuji48518 

隅田通り架道橋  

東京 fuji49978 

串ノ崎橋   和歌 fuji33940 

串橋    神奈 fuji25311 

串原橋   岐阜 fuji53086 

串戸橋   広島 fuji17459 

串戸橋   大分 fuji47740 

串崎橋   和歌 fuji14989 

串川橋   神奈 fuji37102 

串毛橋   福岡 fuji30541 

串良川橋  鹿児 fuji27706 

櫛ケ浜跳上橋 山口 fuji24462 

櫛引橋   埼玉 fuji31359 

櫛引橋   山形 fuji42373 

櫛引橋   青森 fuji12198 

櫛引橋（一日市橋）  

青森 fuji06895 

櫛田橋   三重 fuji03327 

櫛田川橋  三重 fuji06827 

櫛田川頭首工管理橋  

三重 fuji30749 

櫛野橋   大分 fuji10198 

釧路橋   北海 fuji07116 

釧路川橋  北海 fuji14466 

屈斜呂橋  北海 fuji35261 

屈狩志内川橋 北海 fuji18544 

屈足橋（新清橋）  

北海 fuji16431 

屈足三十一号橋  

北海 fuji40781 

屈足二十号橋 北海 fuji53725 

掘割橋   新潟 fuji38295 

掘割川橋  神奈 fuji45314 

掘株川橋  北海 fuji09955 

掘坂橋   福島 fuji13939 

掘切橋   高知 fuji50809 

掘切橋   東京 fuji49624 

掘内橋   福島 fuji48734 

掘木田橋  鹿児 fuji30063 

掘立川橋  山形 fuji18560 

窟岩橋   大分 fuji17738 

沓垣内橋  三重 fuji33309 

沓掛橋   京都 fuji27937 

沓掛川橋  埼玉 fuji15088 

沓尾橋   福岡 fuji32985 

轡橋    東京 fuji03555 

窪橋    宮城 fuji03256 

窪橋    福島 fuji37398 

窪川橋   高知 fuji13588 

窪地内の橋 富山 fuji20588 

窪田街道跨線橋  

島根 fuji13173 

窪野目橋  山形 fuji48497 

熊ケ根橋  宮城 fuji34268 

熊の側橋  山形 fuji24311 

熊の沢跨線橋 北海 fuji38777 

熊の平第一橋 群馬 fuji06581 

熊の木橋  東京 fuji15310 

熊井戸橋  山梨 fuji50709 

熊碓橋   北海 fuji23087 

熊越橋   北海 fuji39598 

熊穴口橋  岩手 fuji30517 

熊見橋   広島 fuji19647 

熊見橋   北海 fuji38089 

熊戸橋   大分 fuji42463 

熊崎橋   広島 fuji46470 

熊山橋   岡山 fuji25488 

熊山橋   北海 fuji47046 

熊瀬橋   三重 fuji48053 

熊川橋   群馬 fuji41127 

熊川橋   栃木 fuji42874 

熊川橋   福島 fuji05181 

熊川大橋  群馬 fuji44697 

熊倉橋   長野 fuji00320 

熊倉橋   福島 fuji26254 

熊走の吊橋 石川 fuji40787 

熊走橋   石川 fuji43131 

熊打橋   愛知 fuji40858 

熊谷橋   愛媛 fuji04419 

熊谷橋   三重 fuji45486 

熊谷橋   奈良 fuji50040 

熊谷陸橋  埼玉 fuji16211 

熊鶴橋   福岡 fuji12330 

熊田橋   岡山 fuji22558 

熊田橋   宮崎 fuji23632 

熊田橋   鹿児 fuji12391 

熊堂橋   宮城 fuji02660 

熊堂橋   福井 fuji41687 

熊内橋   兵庫 fuji06541 

熊入橋   熊本 fuji04250 

熊入緑橋  熊本 fuji01310 

熊之橋   群馬 fuji26872 

熊迫橋   北海 fuji42299 

熊本橋   福岡 fuji53717 

熊本橋   北海 fuji28066 

熊木川橋  石川 fuji23746 

熊野宮参道橋 福岡 fuji03990 

熊野橋   岩手 fuji39450 

熊野橋   岐阜 fuji16391 

熊野橋   宮城 fuji31019 

熊野橋   京都 fuji16295 

熊野橋   群馬 fuji23942 

熊野橋   山形 fuji06686 

熊野橋   山梨 fuji08470 

熊野橋   鹿児 fuji22472 

熊野橋   青森 fuji02471 

熊野橋   静岡 fuji46380 

熊野橋   東京 fuji00310 

熊野橋   富山 fuji25470 

熊野橋   和歌 fuji09172 

熊野跨線橋 石川 fuji26955 

熊野神社太鼓橋 

 福岡 fuji00512 

熊野川橋  富山 fuji13455 

熊野川橋  和歌 fuji29871 

熊野大橋  和歌 fuji26533 

隈見橋   兵庫 fuji01202 

隈戸橋   福島 fuji26859 

隈戸川橋  福島 fuji09720 

隈合橋   福島 fuji13529 

隈庄橋   熊本 fuji08270 

隈川橋   福島 fuji13946 

隈之城川橋 鹿児 fuji13599 

栗ケ瀬橋  三重 fuji23780 

栗の内橋  福岡 fuji23287 

栗の木橋  宮城 fuji30255 

栗の木橋  高知 fuji35614 

栗ノ木橋   新潟 fuji39927 

栗ノ木橋   福島 fuji13941 

栗ノ木川橋  新潟 fuji32101 

栗ノ木谷橋  富山 fuji23740 

栗岡橋   北海 fuji47622 

栗下橋   鹿児 fuji25232 

栗橋    宮城 fuji42226 

栗橋加須県道橋  

埼玉 fuji21041 

栗駒大橋  秋田 fuji44740 

栗熊川橋  香川 fuji19456 

栗穴橋   愛知 fuji52147 

栗見橋   滋賀 fuji38075 

栗原橋   宮崎 fuji32481 

栗原橋   群馬 fuji42540 

栗原橋   香川 fuji10284 

栗原橋   三重 fuji39518 

栗原橋   島根 fuji33023 

栗原橋   東京 fuji14947 

栗原跨道橋 広島 fuji53868 

栗原川橋  広島 fuji52621 

栗原川橋  神奈 fuji52850 

栗原大橋  石川 fuji44499 

栗崎橋   石川 fuji52116 

栗崎大橋  埼玉 fuji23393 

栗山橋   千葉 fuji24904 

栗山橋（→札内橋）  

北海 fuji16154 

栗子橋   岡山 fuji43110 

栗子橋   山形 fuji48337 

栗沼大橋  石川 fuji28317 

栗瀬橋   熊本 fuji03694 

栗瀬橋   東京 fuji31699 

栗瀬川橋  新潟 fuji37982 

栗栖（須？）橋 和歌 fuji21757 

栗栖川橋  兵庫 fuji25818 

栗清川橋  石川 fuji00442 

栗生川橋  鹿児 fuji31064 

栗生沢橋  群馬 fuji42543 

栗生野橋  徳島 fuji46237 

栗巣橋   宮崎 fuji39142 



 ３６ 

栗巣川橋  岐阜 fuji24338 

栗草利橋  静岡 fuji33747 

栗沢橋   群馬 fuji41055 

栗沢橋   長野 fuji08842 

栗谷橋   長崎 fuji04845 

栗谷橋   東京 fuji19762 

栗谷瀬橋  埼玉 fuji43194 

栗谷川橋  長崎 fuji04223 

栗田谷一之橋 神奈 fuji21707 

栗田谷橋  神奈 fuji21706 

栗田谷二之橋 神奈 fuji21708 

栗東橋   滋賀 fuji45412 

栗東跨道橋 滋賀 fuji45397 

栗之橋   神奈 fuji32569 

栗之迫橋  鹿児 fuji15146 

栗平橋   群馬 fuji37553 

栗本橋   岐阜 fuji34049 

栗木橋   宮城 fuji40996 

栗木橋   神奈 fuji33891 

栗木橋   大分 fuji30580 

栗木野川橋 福岡 fuji36059 

栗野橋   三重 fuji40866 

栗野橋   鹿児 fuji21317 

栗野橋   大分 fuji33554 

栗野橋（川内川橋）  

鹿児 fuji50077 

栗林橋   福岡 fuji15009 

繰舟橋   埼玉 fuji32637 

桑ケ市橋  高知 fuji18705 

桑ノ原橋   大阪 fuji35797 

桑の内橋  宮崎 fuji48452 

桑の木谷口橋 徳島 fuji38657 

桑屋橋   大分 fuji18052 

桑原橋   愛知 fuji32951 

桑原橋   福井 fuji34039 

桑原橋   福岡 fuji28299 

桑原川橋  静岡 fuji17714 

桑戸橋   山梨 fuji27417 

桑取川橋  新潟 fuji12024 

桑水流橋（←木場田橋）  

鹿児 fuji15673 

桑瀬橋   三重 fuji34850 

桑切橋   新潟 fuji38417 

桑折跨線橋 福島 fuji35423 

桑川橋   新潟 fuji17299 

桑村架道橋 徳島 fuji32114 

桑滝橋   和歌 fuji19097 

桑谷橋   岐阜 fuji24711 

桑町跨線橋 三重 fuji16092 

桑津橋   兵庫 fuji53356 

桑津留橋  大分 fuji29022 

桑津留橋（霊台橋）  

熊本 fuji01286 

桑島橋   石川 fuji28320 

桑島西橋  石川 fuji42734 

桑島大橋  石川 fuji08744 

桑畑橋   岩手 fuji52290 

桑畑橋   宮城 fuji03240 

桑畑橋   香川 fuji27205 

桑尾橋   高知 fuji20276 

桑平川橋  徳島 fuji39278 

桑柄橋   徳島 fuji11759 

桑柄坂橋  徳島 fuji32851 

桑本谷橋  徳島 fuji12719 

桑名跨線橋 三重 fuji29417 

桑明（盟）橋 長野 fuji13971 

桑野橋   滋賀 fuji10092 

勲橋    岡山 fuji03188 

勲橋    北海 fuji53574 

君が代橋  福井 fuji13306 

君カ淵眼鐘橋 熊本 fuji01184 

君ケ原橋  群馬 fuji16502 

君ケ代橋  福井 fuji07171 

君ケ代橋（←筏場橋）  

群馬 fuji03000 

君ケ野川橋  秋田 fuji15373 

君ケ野避溢橋 三重 fuji43858 

君影橋   北海 fuji36947 

君塚橋   千葉 fuji44070 

薫橋    北海 fuji33989 

薫別橋   北海 fuji38872 

訓子府川橋 北海 fuji48680 

訓縫橋   北海 fuji05804 

群青橋   北海 fuji46819 

群馬大橋  群馬 fuji33601 

群馬用水真壁第二水管橋 

 群馬 fuji50899 

群別川橋  北海 fuji02891 

軍行橋   兵庫 fuji23078 

軍神橋   長崎 fuji29345 

軍神橋（→益城橋）  

熊本 fuji30869 

軍川橋   北海 fuji03740 

軍沢橋   宮城 fuji33113 

郡界橋   群馬 fuji30933 

郡界橋   大阪 fuji28075 

郡界橋   鳥取 fuji04584 

郡界橋   奈良 fuji08884 

郡界橋（←永世橋）  

新潟 fuji02789 

郡界橋（渡合橋）  

愛知 fuji26504 

郡橋    大阪 fuji43989 

郡橋    北海 fuji49721 

郡戸橋   茨城 fuji38846 

郡山橋   宮城 fuji35503 

郡山橋   山形 fuji51622 

郡上大橋  岐阜 fuji36868 

郡上谷橋  岐阜 fuji45657 

郡川橋   長崎 fuji08035 

郡代御詰所眼鏡橋  

熊本 fuji01215 

郡津跨線橋 大阪 fuji50755 

郡田橋（宇都良橋）  

鹿児 fuji46019 

 

… ケ … 
 

袈裟丸橋  岐阜 fuji25695 

傾城ケ谷架道橋  

福岡 fuji53439 

傾城ケ谷橋  福岡 fuji19165 

傾城橋   宮城 fuji02689 

兄川橋   山梨 fuji03042 

啓南大橋  北海 fuji37672 

啓明橋   北海 fuji50469 

恵我の荘跨線橋  

大阪 fuji40611 

恵観橋   北海 fuji52755 

恵橋    香川 fuji04605 

恵橋    鹿児 fuji01236 

恵橋    大阪 fuji35057 

恵橋    北海 fuji51116 

恵深橋   北海 fuji22593 

恵水橋   北海 fuji52652 

恵川橋   広島 fuji21310 

恵蘇宿橋  福岡 fuji16638 

恵太橋   岐阜 fuji40567 

恵岱別橋  北海 fuji07628 

恵庭橋   北海 fuji35262 

恵庭森林鉄道第六号橋  

北海 fuji28544 

恵那峡橋  岐阜 fuji52130 

恵比寿駅跨線橋（恵比寿南橋）

    東京 fuji14767 

恵比寿橋  山口 fuji18691 

恵比寿橋  東京 fuji03556 

恵比寿橋  富山 fuji38148 

恵比寿橋  北海 fuji53576 

恵比寿南橋（恵比寿駅跨線 

橋）   東京 fuji14767 

恵比須橋  愛媛 fuji31717 

恵比須橋  熊本 fuji20455 

恵比須橋  香川 fuji25164 

恵比須橋  佐賀 fuji29731 

恵比須橋  神奈 fuji24630 

恵比須橋  大分 fuji39137 

恵比須橋  徳島 fuji35598 

恵比須橋  福井 fuji35533 

恵比須橋  福岡 fuji11767 

恵比須橋  北海 fuji50147 

恵比須浜橋 徳島 fuji39549 

恵美須橋  愛媛 fuji30624 

恵良川橋  大分 fuji15064 

恵林寺屋根付き橋 

 山梨 fuji12251 

慶安橋   山口 fuji00595 

慶運橋   神奈 fuji20077 

慶雲寺橋  愛媛 fuji28297 

慶雲寺橋（→畑の前橋）  

愛媛 fuji46561 

慶応橋   山口 fuji01616 

慶楽橋   大阪 fuji50035 

慶長橋   静岡 fuji06855 

慶府橋   北海 fuji47417 

慶流橋   京都 fuji07408 

慶林上橋  神奈 fuji34693 

憩橋    北海 fuji36166 

敬川橋   島根 fuji15826 

敬川避溢橋 島根 fuji15825 

景雲橋   愛知 fuji12900 

景雲橋   新潟 fuji46549 

景勝橋   京都 fuji20368 

景勝橋   北海 fuji48610 

景平橋   大分 fuji17186 

桂（大）橋  京都 fuji19974 

桂橋    茨城 fuji27835 

桂橋    京都 fuji10213 

桂橋    広島 fuji25144 

桂橋    山梨 fuji16000 

桂橋    新潟 fuji41517 

桂橋    神奈 fuji04771 

桂橋    青森 fuji20981 

桂橋    大分 fuji01891 

桂橋    北海 fuji10719 

桂月橋   北海 fuji51357 

桂高架橋  京都 fuji20376 

桂小橋   京都 fuji33384 

桂瀬橋   秋田 fuji46545 

桂川橋   京都 fuji02638 

桂川橋   香川 fuji10712 

桂川橋   山梨 fuji40909 

桂川橋   秋田 fuji15852 

桂川橋   島根 fuji16086 

桂川橋   福岡 fuji22416 

桂川橋   北海 fuji12840 

桂大橋   茨城 fuji52080 

桂大橋   富山 fuji52112 

桂大橋（西大橋）  

京都 fuji44955 

桂沢橋   宮城 fuji49941 

桂沢橋   山形 fuji13335 

桂谷橋   岐阜 fuji25245 

桂坪橋   岡山 fuji12711 

桂本橋   和歌 fuji32030 

桂木橋   北海 fuji41335 

渓間沢橋  群馬 fuji12008 

渓水橋   北海 fuji49020 

渓翠橋   北海 fuji36218 

渓勢橋   滋賀 fuji16626 

渓声橋   北海 fuji48866 

渓明橋   北海 fuji43769 

渓明大橋  北海 fuji52417 

渓流橋   北海 fuji43390 

畦津橋   福岡 fuji20284 

畦田橋   長野 fuji38684 

畦無橋   島根 fuji29728 

経橋    宮城 fuji02486 

経座橋   香川 fuji29984 

経座橋   大分 fuji32007 

経塚橋   岩手 fuji27217 

経塚橋   宮城 fuji40352 

経塚橋   広島 fuji50426 

経塚橋   福岡 fuji10768 

経田橋   富山 fuji04495 

経辺橋   宮城 fuji02711 

継（西）橋  沖縄 fuji00639 

継立五号橋 北海 fuji48694 

繋橋    岩手 fuji21671 

荊波橋   富山 fuji27880 

蛍橋    佐賀 fuji09611 

蛍橋    山梨 fuji01999 

蛍橋    東京 fuji28167 

蛍橋    徳島 fuji05762 

蛍橋    栃木 fuji25933 

蛍見橋   山梨 fuji40095 

蛍見橋   東京 fuji42893 

蛍雪橋   新潟 fuji31389 

蛍田橋   神奈 fuji28617 

警固屋橋  広島 fuji34960 

警弥郷橋  福岡 fuji31818 

軽井沢橋  秋田 fuji49228 

軽井沢橋  長野 fuji27424 

軽井沢橋  福島 fuji27823 

軽井沢大橋 長野 fuji52309 

軽子橋   東京 fuji02751 

軽川橋   北海 fuji33858 

軽部橋   岡山 fuji17971 

軽部橋   兵庫 fuji07708 

軽米橋   岩手 fuji02952 

鶏橋    宮城 fuji35725 

芸北橋   広島 fuji32398 

迎地橋   香川 fuji45802 

鯨橋    青森 fuji02074 

鯨橋    千葉 fuji25980 

鯨橋    長崎 fuji01455 

桁の土橋  埼玉 fuji06402 

桁沢橋   秋田 fuji40490 

欠ノ渕橋   岐阜 fuji12364 

欠田橋   愛知 fuji34940 

欠田橋   宮城 fuji49057 

穴の川２号橋 北海 fuji50352 

穴の川橋  北海 fuji50351 

穴の川中央橋 北海 fuji53450 

穴笠橋   広島 fuji35691 

穴山橋   山梨 fuji10076 

穴守橋（稲荷橋） 

 東京 fuji42481 

穴吹橋   徳島 fuji19898 

穴吹川橋  徳島 fuji11672 

穴水跨線橋 石川 fuji23750 

穴切橋   群馬 fuji25462 

穴川橋   鹿児 fuji01748 

穴川橋   北海 fuji17239 

穴川小橋  鹿児 fuji14754 

穴沢橋   静岡 fuji36729 

穴沢橋   長野 fuji11740 

穴沢橋   福島 fuji11692 



 ３７ 

穴谷橋   岡山 fuji25401 

穴塚川橋  山形 fuji18966 

穴田橋   宮城 fuji02722 

穴田橋   山梨 fuji40720 

穴田橋   大分 fuji48987 

穴藤橋   新潟 fuji53782 

穴内橋   高知 fuji17685 

穴部高架橋 神奈 fuji53304 

穴辺橋   埼玉 fuji27846 

穴門架道橋 兵庫 fuji02171 

結城街道跨線橋   

栃木 fuji15684 

結城大橋  茨城 fuji26255 

結和橋   兵庫 fuji31173 

血吸川橋  岡山 fuji09939 

血洗橋   愛知 fuji42751 

月ケ花橋（←門前橋）  

兵庫 fuji08108 

月ケ瀬橋  奈良 fuji06823 

月ケ瀬橋  福井 fuji47482 

月ケ谷橋  徳島 fuji21760 

月の瀬橋  高知 fuji51697 

月の瀬橋  三重 fuji46205 

月ノ瀬橋   徳島 fuji10509 

月の島橋  長野 fuji33045 

月の湯橋  福島 fuji35425 

月の木橋  山梨 fuji07983 

月の木川橋 宮崎 fuji19887 

月岡橋   山形 fuji50529 

月岡橋   長野 fuji06947 

月潟橋   新潟 fuji31903 

月寒橋   北海 fuji33861 

月寒公団下１号橋  

北海 fuji50855 

月寒川橋  北海 fuji01723 

月吉橋   岐阜 fuji34492 

月吉陸橋  埼玉 fuji50238 

月形橋   富山 fuji28250 

月形橋   北海 fuji35976 

月形大橋  北海 fuji35175 

月見橋   愛知 fuji15179 

月見橋   岡山 fuji34317 

月見橋   沖縄 fuji14933 

月見橋   岩手 fuji17518 

月見橋   岐阜 fuji24974 

月見橋   山形 fuji49065 

月見橋   山口 fuji24165 

月見橋   山梨 fuji21862 

月見橋   鹿児 fuji33289 

月見橋   神奈 fuji01833 

月見橋   青森 fuji28829 

月見橋   静岡 fuji32668 

月見橋   石川 fuji29407 

月見橋   島根 fuji22641 

月見橋   東京 fuji14041 

月見橋   富山 fuji06497 

月見橋   福島 fuji03723 

月見橋   兵庫 fuji24091 

月見橋   北海 fuji04911 

月見橋（→麒麟橋）  

新潟 fuji05366 

月見三号橋 北海 fuji46770 

月見堂橋  秋田 fuji48883 

月光橋   山形 fuji51932 

月光橋   北海 fuji53931 

月光川橋  山形 fuji15390 

月江寺橋  山梨 fuji40557 

月崎橋   宮城 fuji02276 

月崎川橋  新潟 fuji12489 

月山架道橋 福島 fuji47647 

月若橋   兵庫 fuji51680 

月楯橋   山形 fuji53600 

月瀬橋   奈良 fuji27521 

月正橋   大阪 fuji20161 

月清橋（東月寒橋）  

北海 fuji21669 

月待橋   新潟 fuji51968 

月代橋   鹿児 fuji39304 

月谷橋   広島 fuji32400 

月池橋   兵庫 fuji11747 

月田橋   埼玉 fuji51633 

月島橋   東京 fuji09751 

月島新橋  東京 fuji38802 

月読橋   京都 fuji31560 

月読橋   和歌 fuji33146 

月之木橋  山梨 fuji07463 

月迫津橋  宮城 fuji22217 

月畑橋   長野 fuji39712 

月俣神橋  大分 fuji16586 

月夜見橋  青森 fuji14005 

月夜野橋（←後閑橋）  

群馬 fuji00103 

兼久橋   鳥取 fuji05311 

兼山橋   岐阜 fuji06249 

兼城橋   沖縄 fuji31477 

兼定橋   福井 fuji11798 

兼田橋   岡山 fuji22117 

剣吉橋   青森 fuji28242 

剣吉跨線橋 青森 fuji51908 

剣橋    大阪 fuji18896 

剣橋    徳島 fuji32466 

剣橋    富山 fuji49829 

剣山橋   北海 fuji51197 

剣持橋     fuji12872 

剣先橋   徳島 fuji10843 

剣谷橋   兵庫 fuji24090 

剣淵橋   北海 fuji42306 

剣和大橋  北海 fuji49696 

堅岩橋   北海 fuji23885 

堅川橋   埼玉 fuji15529 

堅川橋   東京 fuji03293 

堅苔沢一号橋 山形 fuji47443 

堅苔沢三号橋 山形 fuji47444 

堅苔沢二号橋 山形 fuji47259 

堅沢橋   山梨 fuji41850 

堅田橋   鹿児 fuji40158 

堅粕橋   福岡 fuji47550 

堅磐橋   岡山 fuji08047 

堅磐橋   山形 fuji02877 

堅磐橋（→戸隠橋）  

長野 fuji07579 

堅磐橋（→川口橋）  

山形 fuji42145 

堅野橋   福井 fuji05440 

建山橋   鹿児 fuji41959 

建倉橋   長野 fuji32103 

建武橋（鞍居橋）   

兵庫 fuji05445 

建有川橋  北海 fuji27593 

懸橋（桟橋） 長野 fuji00292 

検見川橋  千葉 fuji24901 

検校橋   鹿児 fuji09614 

権現橋   愛知 fuji07237 

権現橋   鹿児 fuji43054 

権現橋   神奈 fuji36719 

権現橋   青森 fuji41835 

権現橋   大分 fuji01307 

権現橋   長野 fuji07888 

権現橋   鳥取 fuji30283 

権現橋   東京 fuji22458 

権現橋   北海 fuji35712 

権現崎橋  長崎 fuji04482 

権現川橋  岡山 fuji08023 

権現沢橋  岩手 fuji17520 

権現堂橋  岩手 fuji12101 

権現堂橋  埼玉 fuji20319 

権現堂橋  山口 fuji29977 

権現堂橋  新潟 fuji47832 

権現堂橋  長野 fuji06506 

権三橋   神奈 fuji04538 

権常寺川橋 長崎 fuji08039 

権正寺橋（→砺波大橋）  

富山 fuji52347 

権蔵橋   富山 fuji14101 

権太橋   徳島 fuji39682 

権地橋   山口 fuji38188 

権田橋   埼玉 fuji12130 

権兵衛橋  石川 fuji44496 

権兵衛橋  長野 fuji49291 

権兵衛橋（→長者橋）  

神奈 fuji01379 

権堀橋   宮崎 fuji53409 

権藏橋   富山 fuji23505 

犬の馬場橋 香川 fuji33630 

犬岡橋   兵庫 fuji34952 

犬丸橋   大分 fuji04252 

犬寄大橋  愛媛 fuji52402 

犬山橋（木曽川橋）  

愛知 fuji17785 

犬飼橋   大分 fuji16149 

犬飼川橋  奈良 fuji08688 

犬飼大橋  大分 fuji49887 

犬飼陸橋  奈良 fuji08045 

犬上橋   滋賀 fuji07923 

犬上橋   秋田 fuji29386 

犬上川橋  滋賀 fuji05745 

犬尻橋   岩手 fuji08059 

犬瀬橋   山口 fuji21302 

犬斉橋   大阪 fuji18650 

犬川橋   山形 fuji03469 

犬走橋   大分 fuji41461 

犬伏橋   徳島 fuji34748 

犬淵橋   岐阜 fuji45661 

犬返橋   大分 fuji11891 

犬吠橋   高知 fuji14173 

犬鳴橋   大分 fuji48828 

犬鳴川橋（若宮川橋）  

福岡 fuji06279 

研屋橋   広島 fuji36744 

研瀬橋   宮崎 fuji37502 

絹延橋   大阪 fuji16477 

絹掛川橋  福井 fuji04477 

絹出橋   山形 fuji08147 

絹出川橋  山形 fuji14495 

絹出大橋  山形 fuji53265 

県橋    岐阜 fuji38450 

県橋    熊本 fuji01246 

県橋    三重 fuji32831 

県道架道橋 奈良 fuji21230 

県道陸橋  山口 fuji18003 

見影橋   和歌 fuji35805 

見帰橋   佐賀 fuji43027 

見高川橋  静岡 fuji33224 

見合橋   愛知 fuji35780 

見頃橋   福島 fuji11385 

見座橋   富山 fuji20342 

見坂橋   新潟 fuji41515 

見坂橋   徳島 fuji38864 

見山口一号橋 京都 fuji29968 

見市橋   北海 fuji43730 

見市川橋  北海 fuji05465 

見次川橋  鹿児 fuji21280 

見者橋   広島 fuji33402 

見蛇橋   富山 fuji31907 

見出橋   北海 fuji51754 

見出川橋  大阪 fuji27034 

見沼代用水橋 埼玉 fuji15686 

見沼用水橋 埼玉 fuji21048 

見晴橋   神奈 fuji41064 

見晴橋   静岡 fuji25009 

見晴橋   北海 fuji38633 

見晴橋（美晴橋）  

大分 fuji48065 

見前橋   岩手 fuji38989 

見滝橋（三滝橋）  

福島 fuji09648 

見潮時橋  愛知 fuji48143 

見通橋   福島 fuji25256 

見渡橋   新潟 fuji02665 

見当橋   東京 fuji02752 

見返橋   愛知 fuji47691 

見返橋   愛媛 fuji23272 

見返橋   岩手 fuji09701 

見返橋   新潟 fuji37557 

見返橋   長崎 fuji22177 

見返橋   北海 fuji33329 

見返橋   和歌 fuji27054 

見返川橋  福島 fuji13506 

見里橋   沖縄 fuji07947 

見竜橋   富山 fuji21554 

見老津高架 和歌 fuji51681 

見六橋   長野 fuji34578 

賢島大橋  三重 fuji52318 

軒戸橋補修 岡山 fuji04209 

鍵ノ戸橋   熊本 fuji01254 

鍵掛橋   神奈 fuji08741 

鍵掛橋   長野 fuji04173 

鍵金橋   栃木 fuji30378 

元安橋   広島 fuji02185 

元安川橋  広島 fuji06559 

元浦河橋  北海 fuji26579 

元瓜谷橋  北海 fuji45553 

元屋敷橋２号 福岡 fuji35957 

元屋敷橋３号 福岡 fuji28968 

元屋敷橋４号 福岡 fuji28967 

元屋鋪橋  宮城 fuji03831 

元加賀橋  東京 fuji21696 

元開橋   静岡 fuji07101 

元橋    愛媛 fuji13988 

元橋    岡山 fuji44594 

元橋    静岡 fuji00854 

元橋    長野 fuji03899 

元橋（→港橋） 静岡 fuji26983 

元橋（本橋） 山口 fuji10279 

元隅田川橋 埼玉 fuji08326 

元工橋   熊本 fuji21657 

元江川橋（式敷橋）  

広島 fuji33592 

元荒川橋  埼玉 fuji08322 

元坂水路橋 山梨 fuji15300 

元崎無異橋 北海 fuji45031 

元三大師架道橋 

 福井 fuji17551 

元山橋（→川添橋）  

香川 fuji06997 

元室蘭川橋 北海 fuji17844 

元宿橋   群馬 fuji22603 

元新場橋  東京 fuji23396 

元深浦川橋 青森 fuji02068 

元神谷橋（→馬路谷橋）  

徳島 fuji11458 

元神部橋  北海 fuji49741 

元西国橋  大阪 fuji23057 

元西南社前橋 宮崎 fuji18886 

元石川橋  神奈 fuji52473 

元石川高架橋 神奈 fuji51741 

元川橋   北海 fuji22819 

元村橋   鹿児 fuji20467 
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元村橋   北海 fuji52647 

元築地橋  東京 fuji15922 

元町橋   宮崎 fuji42469 

元町橋   宮城 fuji03795 

元町橋   神奈 fuji01922 

元町橋   長野 fuji10567 

元町橋   北海 fuji53245 

元坪橋   島根 fuji05922 

元田橋   大分 fuji41589 

元藤橋   岐阜 fuji06580 

元念橋   群馬 fuji25957 

元舞橋   神奈 fuji35351 

元平橋   長崎 fuji15659 

元平沼橋  神奈 fuji29889 

元名川橋  千葉 fuji14516 

元木橋   宮城 fuji52784 

元木橋   東京 fuji03699 

元野太鼓橋 宮崎 fuji16120 

元柳橋   東京 fuji02749 

元雄神橋（→雄神橋） 

    富山 fuji31597 

元雄神橋（←庄金剛寺橋）  

富山 fuji10404 

元雄神橋（藤掛橋）  

富山 fuji10175 

元霊岸橋  東京 fuji06119 

元禄橋   千葉 fuji47814 

元禄橋   兵庫 fuji22780 

原ケ市橋  岡山 fuji27985 

原の下橋  大分 fuji25254 

原ノ橋   栃木 fuji26870 

原ノ谷戸橋  群馬 fuji39347 

原の田橋  和歌 fuji41419 

原井橋   大分 fuji18202 

原井橋   北海 fuji48471 

原架道橋  滋賀 fuji44871 

原架道橋  東京 fuji45137 

原架道橋  福島 fuji46124 

原橋    鹿児 fuji18470 

原橋    神奈 fuji53482 

原橋    静岡 fuji33916 

原橋    大分 fuji41457 

原橋    長野 fuji28940 

原橋    東京 fuji34686 

原橋    栃木 fuji53015 

原橋    福岡 fuji30113 

原橋    北海 fuji43085 

原口水路橋 大分 fuji17745 

原高野橋  福島 fuji38997 

原子橋   青森 fuji06095 

原子内橋  岩手 fuji21973 

原市沼橋  埼玉 fuji53032 

原尻橋   大分 fuji16578 

原石橋   北海 fuji49757 

原川橋   香川 fuji12064 

原川橋   大阪 fuji16320 

原川橋   大分 fuji06594 

原川橋   福島 fuji11610 

原大橋   兵庫 fuji28885 

原谷橋   静岡 fuji23190 

原谷川橋  岡山 fuji17984 

原竹橋   愛知 fuji19658 

原中谷橋  兵庫 fuji22547 

原町橋   静岡 fuji17784 

原鶴橋   福岡 fuji33695 

原鶴大橋  福岡 fuji38776 

原田架道橋 兵庫 fuji14301 

原田橋   群馬 fuji18754 

原田橋   静岡 fuji13730 

原田橋   静岡 fuji35978 

原田橋   大分 fuji16531 

原田橋   長野 fuji06517 

原田橋   東京 fuji04149 

原田橋   福岡 fuji32175 

原田橋   兵庫 fuji27522 

原田橋（→川棚大橋）  

長崎 fuji30706 

原田橋１ 号  福岡 fuji16938 

原田跨線橋 福岡 fuji20265 

原田大橋  大阪 fuji44944 

原田第一架道橋  

兵庫 fuji27682 

原田第三架道橋  

兵庫 fuji27963 

原田第四架道橋 

 兵庫 fuji27964 

原田第二架道橋  

兵庫 fuji27962 

原日浦橋  和歌 fuji36616 

原馬室冠水橋 埼玉 fuji49253 

原野橋   埼玉 fuji26893 

原野大橋（→平和橋） 

 新潟 fuji09846 

原野大橋（←早川橋）  

新潟 fuji06638 

原野谷川橋 静岡 fuji05667 

原良橋   鹿児 fuji27375 

厳島橋   山口 fuji47946 

厳島橋   北海 fuji50102 

厳島神社の長橋，揚水橋 

 広島 fuji00175 

厳島神社石橋 熊本 fuji01550 

厳島神社内待橋  

広島 fuji00060 

厳島神社反橋 広島 fuji00094 

厳木橋   佐賀 fuji07423 

厳木川橋  佐賀 fuji08350 

幻の橋   福島 fuji04961 

弦橋    岡山 fuji14370 

源河橋   沖縄 fuji10152 

源橋    北海 fuji32895 

源九郎川橋 徳島 fuji27091 

源五右衛門橋（→大野橋）  

新潟 fuji14099 

源五右衛門橋（宝永橋）  

新潟 fuji05518 

源光寺架道橋 徳島 fuji08491 

源光寺橋（→瑞穂大橋）  

島根 fuji27441 

源三衛門橋 広島 fuji12975 

源志橋   群馬 fuji40050 

源氏橋   愛知 fuji22330 

源次橋   北海 fuji49902 

源助橋   東京 fuji11230 

源助橋（→錦帯橋）  

山口 fuji00405 

源助橋架道橋 東京 fuji30398 

源森橋（枕橋） 東京 fuji00360 

源水橋   徳島 fuji12640 

源斉橋   岐阜 fuji52313 

源川橋   東京 fuji09740 

源造一号橋 愛知 fuji53656 

源造二号橋 愛知 fuji53655 

源太橋   三重 fuji41546 

源太橋   鳥取 fuji01882 

源太夫橋  静岡 fuji38161 

源長橋   長野 fuji12612 

源長寺橋  山形 fuji42534 

源田川橋  千葉 fuji07693 

源能寺橋  岡山 fuji29482 

源八橋   大阪 fuji27573 

源武橋   北海 fuji48241 

源兵衛橋  愛知 fuji00482 

源兵衛橋  静岡 fuji00382 

源兵衛橋  東京 fuji31897 

源平橋   石川 fuji36582 

源野橋   宮崎 fuji32874 

玄海橋（工事名・名護屋大橋） 

  佐賀 fuji50132 

玄海田橋  神奈 fuji50399 

玄光橋   香川 fuji28228 

玄考（光）橋 香川 fuji28228 

玄斉水路橋 岐阜 fuji53803 

玄川橋   大分 fuji11252 

玄倉大橋（←小菅沢橋）  

神奈 fuji19087 

玄田坂架道橋 秋田 fuji16684 

玄田坂橋  秋田 fuji16540 

現野橋   佐賀 fuji34103 

言問橋   東京 fuji19955 
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古井橋   岐阜 fuji10820 

古井橋   和歌 fuji35804 

古井手橋  鹿児 fuji19638 

古厩跨道橋 三重 fuji47313 

古厩避溢橋 三重 fuji47314 

古園橋   鹿児 fuji14576 

古園橋   大分 fuji52508 

古屋橋   鹿児 fuji30589 

古屋橋   徳島 fuji39681 

古屋橋   和歌 fuji37247 

古屋橋（刈屋橋）  

長野 fuji21617 

古屋敷橋  宮城 fuji49209 

古屋敷橋  熊本 fuji19741 

古屋敷橋  山梨 fuji12738 

古屋敷第二橋 山梨 fuji52121 

古屋陸橋  広島 fuji29311 

古歌橋   富山 fuji52113 

古河橋   三重 fuji28369 

古河橋   栃木 fuji05983 

古河跨線橋 茨城 fuji37789 

古河町橋  長崎 fuji12552 

古花水橋  神奈 fuji46347 

古賀橋   熊本 fuji14834 

古賀橋   佐賀 fuji42642 

古賀橋   福岡 fuji14732 

古海橋（→千代橋）  

鳥取 fuji03484 

古間橋   長野 fuji24597 

古関橋   宮城 fuji32490 

古館橋   青森 fuji40482 

古館橋   栃木 fuji49079 

古館橋（鷹匠橋）  

神奈 fuji38413 

古宮橋   静岡 fuji00967 

古宮橋   大阪 fuji25746 

古宮橋   福岡 fuji53716 

古宮小橋  大阪 fuji25749 

古橋    岐阜 fuji43845 

古橋    大分 fuji00729 

古橋（中川橋） 長崎 fuji00312 

古郷橋   長野 fuji38308 

古郷部橋  山形 fuji44278 

古隅田橋  埼玉 fuji21054 

古熊橋   福岡 fuji27122 

古懸橋   青森 fuji05816 

古見橋   徳島 fuji19441 

古見川橋  静岡 fuji05405 

古戸橋   愛知 fuji51991 

古戸橋（→刀水橋）  

群馬 fuji04962 

古口大橋  山形 fuji49500 

古江角橋  山口 fuji20419 

古江橋   愛媛 fuji18865 

古江橋   鹿児 fuji38057 

古江橋   大阪 fuji17220 

古江川橋  愛知 fuji24045 

古港橋   宮崎 fuji35853 

古港川橋  宮崎 fuji15560 

古座橋   和歌 fuji13170 

古座川橋  和歌 fuji27699 

古座大橋  和歌 fuji52320 

古三津跨線橋 愛媛 fuji53379 

古山橋   長崎 fuji17179 

古山橋   北海 fuji49003 

古山田川橋 青森 fuji27381 

古司橋   長野 fuji20593 

古市橋   京都 fuji47899 

古市橋   鹿児 fuji38930 

古市橋   大阪 fuji28416 

古市橋小橋 岡山 fuji50285 

古市場橋  愛媛 fuji42636 

古市大橋  山口 fuji01285 

古市第一跨線橋  

大阪 fuji28682 

古市第二跨線橋  

大阪 fuji28683 

古志橋   島根 fuji04602 

古枝橋   香川 fuji53376 

古宿橋   茨城 fuji02532 

古宿橋   山梨 fuji51441 

古出水橋  香川 fuji18698 

古小路橋  兵庫 fuji03438 

古上水橋  東京 fuji26927 

古城ノ元橋  長崎 fuji04219 

古城橋   愛媛 fuji37276 

古城橋   鹿児 fuji19194 

古城橋   秋田 fuji48716 

古城橋   新潟 fuji02330 

古新架道橋 愛知 fuji44932 

古森橋   京都 fuji49133 

古須崎眼鏡橋 福岡 fuji01759 

古石場橋  東京 fuji20933 

古雪橋（本荘大橋）  

秋田 fuji48075 

古仙新橋  山梨 fuji47848 

古川橋   愛知 fuji29813 

古川橋   愛媛 fuji30109 

古川橋   岩手 fuji15745 

古川橋   岐阜 fuji42247 

古川橋   京都 fuji21632 

古川橋   香川 fuji17058 

古川橋   埼玉 fuji16875 

古川橋   山形 fuji20303 

古川橋   滋賀 fuji14961 

古川橋   鹿児 fuji19016 

古川橋   秋田 fuji06898 

古川橋   神奈 fuji45143 

古川橋   青森 fuji07123 

古川橋   千葉 fuji12017 

古川橋   大阪 fuji15814 

古川橋   大分 fuji13439 

古川橋   島根 fuji14529 

古川橋   東京 fuji03286 

古川橋   栃木 fuji22886 

古川橋   富山 fuji27620 

古川橋   福井 fuji14894 

古川橋   北海 fuji31727 

古川橋（→吉野川橋）  

徳島 fuji05110 

古川橋（→常盤橋）  

長崎 fuji12374 

古川橋（吉野川橋）  

徳島 fuji19939 

古川跨線橋 青森 fuji17763 
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古川小橋  愛知 fuji47306 

古川第二避溢橋  

奈良 fuji21235 

古川町橋  長崎 fuji00423 

古川町橋（行者橋）  

京都 fuji10703 

古川渡橋  山梨 fuji52557 

古川避溢橋 京都 fuji02618 

古船橋   長野 fuji29808 

古荘川橋  静岡 fuji05712 

古足尾橋  栃木 fuji25550 

古多糠橋  北海 fuji38826 

古大内水路橋 宮崎 fuji24573 

古大和橋  大阪 fuji47125 

古沢川橋  和歌 fuji20193 

古谷橋   島根 fuji36527 

古谷場川橋 千葉 fuji13845 

古丹橋   北海 fuji51893 

古丹別跨線橋 北海 fuji49018 

古丹別川橋 北海 fuji23658 

古町橋   愛媛 fuji01658 

古町橋   熊本 fuji19172 

古町橋   神奈 fuji50393 

古町橋   長野 fuji08569 

古町橋（←第五橋）  

長崎 fuji00514 

古堤橋   大阪 fuji27673 

古殿橋   大分 fuji01051 

古田橋   福島 fuji13632 

古田橋   北海 fuji37523 

古田小沢橋 長野 fuji11732 

古渡橋   愛知 fuji00223 

古渡橋   茨城 fuji10534 

古渡橋   佐賀 fuji32727 

古都浦橋  山口 fuji20417 

古都橋   宮崎 fuji22797 

古東橋   和歌 fuji38481 

古湯橋   佐賀 fuji32115 

古道川橋  福島 fuji27822 

古廟橋   岩手 fuji48321 

古浜橋   広島 fuji38922 

古武井橋  北海 fuji49671 

古部知橋  三重 fuji35784 

古仏頂の石橋 熊本 fuji27531 

古平橋   北海 fuji07335 

古牧橋   青森 fuji04949 

古牧橋（腰巻橋）  

長野 fuji02608 

古味橋   高知 fuji25785 

古味野々橋 高知 fuji53893 

古木橋   福井 fuji13142 

古門前橋  京都 fuji27180 

古門樋橋  埼玉 fuji38123 

古野橋   長崎 fuji28381 

古野瀬橋  奈良 fuji36005 

古用瀬橋  鳥取 fuji28726 

古利根橋  群馬 fuji31021 

古利根橋（←徳江橋）  

埼玉 fuji02308 

古利根橋（吉川橋）  

埼玉 fuji24891 

古利根川橋 埼玉 fuji20839 

古里橋   北海 fuji52728 

古里付橋  東京 fuji18070 

古立橋   静岡 fuji22530 

古林橋   長野 fuji31919 

古和口川橋 三重 fuji38010 

古和谷橋  三重 fuji25024 

古和不老橋 三重 fuji50744 

古杣川橋  山梨 fuji24698 

古潭橋   北海 fuji32524 

古谿荘庭園陸橋  

静岡 fuji11172 

呼戸沢橋  山梨 fuji09228 

呼人跨線橋 北海 fuji48180 

呼続橋   愛知 fuji29681 

呼谷橋   徳島 fuji15257 

呼陵橋   北海 fuji43362 

姑射橋（千歳橋）  

長野 fuji02002 

姑射橋（太田橋） 

長野 fuji02635 

己斐橋   広島 fuji03353 

戸の下橋  宮崎 fuji26355 

戸ノ下橋   山形 fuji34890 

戸の原橋  宮崎 fuji40674 

戸の市橋  岡山 fuji47932 

戸ノ上橋   大分 fuji11527 

戸ノ裏橋   新潟 fuji52887 

戸井橋   埼玉 fuji35339 

戸井頭堰橋 青森 fuji02948 

戸隠橋（←堅磐橋）  

長野 fuji07579 

戸越橋   徳島 fuji41437 

戸屋下橋  宮城 fuji02712 

戸屋橋   宮城 fuji02286 

戸屋平橋  大分 fuji30873 

戸下橋   熊本 fuji04427 

戸下橋   大分 fuji44369 

戸河内橋  広島 fuji18405 

戸花橋   宮城 fuji23104 

戸楽橋   長崎 fuji18319 

戸栗川橋  山梨 fuji29409 

戸口橋   静岡 fuji17678 

戸根橋   山口 fuji37262 

戸坂橋   熊本 fuji29542 

戸崎橋   宮崎 fuji41966 

戸崎橋   鹿児 fuji28062 

戸崎橋   東京 fuji19039 

戸崎橋（米良稲荷橋）  

宮崎 fuji44773 

戸子田橋  鹿児 fuji16947 

戸鹿野橋  群馬 fuji00381 

戸上橋（新） 大分 fuji43951 

戸場橋   新潟 fuji49826 

戸場橋   長野 fuji12355 

戸榛名橋  群馬 fuji25956 

戸石橋   三重 fuji28873 

戸切川橋  鹿児 fuji01387 

戸切地橋  北海 fuji48276 

戸川橋   山梨 fuji35438 

戸前川橋  山形 fuji03839 

戸倉橋   静岡 fuji14296 

戸草橋   岩手 fuji27716 

戸草橋   長野 fuji42924 

戸草橋   福島 fuji35508 

戸走橋   岐阜 fuji40571 

戸沢橋   宮城 fuji02266 

戸沢橋   山形 fuji45120 

戸沢橋   秋田 fuji48717 

戸沢橋   神奈 fuji33888 

戸沢橋   長野 fuji28942 

戸沢橋（←下相模川橋）  

神奈 fuji22289 

戸谷川橋  岐阜 fuji20599 

戸谷川橋  山口 fuji14832 

戸中橋   神奈 fuji44478 

戸柱橋   鹿児 fuji15886 

戸塚橋   静岡 fuji23191 

戸塚橋（平田橋）  

大分 fuji53405 

戸塚跨線橋 神奈 fuji34334 

戸塚高架橋 神奈 fuji45859 

戸塚避溢橋 神奈 fuji46044 

戸蔦橋   北海 fuji45019 

戸田井橋  茨城 fuji27397 

戸田橋   京都 fuji20757 

戸田橋   京都 fuji44551 

戸田橋   鹿児 fuji37503 

戸田橋   東京 fuji02329 

戸田橋   兵庫 fuji37729 

戸田川橋  島根 fuji17968 

戸田川橋（→荒川橋）  

埼玉 fuji07247 

戸田前橋  千葉 fuji17875 

戸田平橋  東京 fuji15165 

戸那子橋  長野 fuji23477 

戸畑架道橋 福岡 fuji48593 

戸板橋   熊本 fuji22723 

戸板島橋  高知 fuji31587 

戸部橋   神奈 fuji20791 

戸望橋（兎峰橋？）  

東京 fuji31616 

戸無瀬橋  大分 fuji47394 

戸名橋   三重 fuji02817 

戸門橋   青森 fuji10777 

戸野橋   大分 fuji32181 

戸野内橋  栃木 fuji46326 

戸立橋   長野 fuji46185 

戸類家川橋 岩手 fuji17696 

故宮橋   滋賀 fuji45836 

故山橋   北海 fuji39995 

枯沢橋   長野 fuji47298 

枯木橋   石川 fuji06583 

枯木谷橋  和歌 fuji36053 

湖月橋   北海 fuji13927 

湖山橋   鳥取 fuji26113 

湖水橋   北海 fuji43346 

湖南大橋  石川 fuji52114 

湖畔橋   北海 fuji39814 

湖平底橋  沖縄 fuji10387 

湖北橋（朝日橋）  

北海 fuji47618 

湖北大橋  石川 fuji52115 

湖遥橋（←二十八番橋） 

 北海 fuji44245 

狐ケ崎跨線橋 岡山 fuji50286 

狐橋    福井 fuji13558 

狐新居下橋 山梨 fuji41383 

狐川橋   山梨 fuji42570 

狐川橋   鳥取 fuji16755 

狐禅寺橋（→千歳橋）  

岩手 fuji32920 

胡桃橋   岐阜 fuji41698 

胡桃橋   富山 fuji37985 

胡桃橋   福島 fuji27829 

胡桃橋   北海 fuji27710 

胡桃橋   和歌 fuji17104 

胡桃川橋  福島 fuji13539 

胡桃沢橋  群馬 fuji30937 

胡桃沢橋  長野 fuji23763 

胡桃沢川橋 長野 fuji25327 

胡桃谷陸橋 静岡 fuji27651 

胡麻塩川橋 鹿児 fuji09053 

胡麻尻橋  愛媛 fuji53525 

胡麻鶴橋  大分 fuji28797 

菰捨橋   千葉 fuji17079 

菰石川橋  山形 fuji23121 

菰川橋   福岡 fuji06421 

菰池橋   兵庫 fuji18820 

菰田橋   熊本 fuji39131 

菰田橋   福岡 fuji23281 

菰土橋   山形 fuji51782 

菰入新橋  熊本 fuji41305 

虎居橋（→宮之城橋）  

鹿児 fuji10380 

虎渓橋   三重 fuji21562 

虎口橋   熊本 fuji01351 

虎狛橋   東京 fuji53776 

虎溪橋   三重 fuji07293 

跨線橋   岩手 fuji33714 

跨線橋   埼玉 fuji13905 

跨線橋   新潟 fuji24941 

跨線橋   千葉 fuji21599 

跨線橋   東京 fuji22004 

跨線橋   北海 fuji21954 

跨線道路橋 北海 fuji16433 

跨虹橋   広島 fuji00890 

鼓橋    愛媛 fuji03650 

鼓橋    岡山 fuji20802 

鼓橋    広島 fuji02252 

鼓橋    兵庫 fuji25095 

鼓滝橋   大阪 fuji12906 

鼓福橋   北海 fuji32740 

五ケ山橋  北海 fuji38942 

五ケ所橋  宮崎 fuji37501 

五ケ瀬橋  宮崎 fuji26400 

五ケ瀬川橋  宮崎 fuji16279 

五ケ堀線路橋 静岡 fuji45953 

五の井橋  香川 fuji20526 

五の橋   北海 fuji22489 

五ノ瀬橋   滋賀 fuji11843 

五ノ荘大橋  兵庫 fuji48404 

五の沢橋  北海 fuji14668 

五ノ辻橋   新潟 fuji31534 

五ノ坪橋   岡山 fuji09927 

五庵橋   熊本 fuji04435 

五位橋   京都 fuji00077 

五位橋   富山 fuji28252 

五位田川橋 千葉 fuji13850 

五井戸川橋 滋賀 fuji16400 

五栄橋   広島 fuji52185 

五加橋   長野 fuji19645 

五家荘橋  熊本 fuji32040 

五箇架道橋 新潟 fuji16722 

五箇庄橋  大阪 fuji36424 

五箇大橋  島根 fuji40273 

五荷橋   大阪 fuji40126 

五廻橋   千葉 fuji24906 

五岳橋   香川 fuji08116 

五間橋   京都 fuji24260 

五間橋   鹿児 fuji01249 

五間橋   富山 fuji27883 

五間橋   北海 fuji31493 

五興橋   北海 fuji51097 

五曲橋   三重 fuji49126 

五月橋   岐阜 fuji34228 

五月橋   群馬 fuji06612 

五月橋   広島 fuji11753 

五月橋   新潟 fuji22521 

五月橋   奈良 fuji19934 

五月橋   福岡 fuji04842 

五月橋   北海 fuji51498 

五戸橋   青森 fuji03773 

五五橋   群馬 fuji06699 

五々沢橋  群馬 fuji30932 

五号橋   北海 fuji33336 

五合橋   兵庫 fuji38859 

五穀屋橋  広島 fuji31147 

五穀橋   北海 fuji38547 

五穀神社の石橋  

福岡 fuji00773 

五才橋   山口 fuji52195 

五社橋   高知 fuji33960 

五社大橋  奈良 fuji41552 

五州橋   徳島 fuji35647 

五十一号橋 北海 fuji49446 

五十寒橋  北海 fuji45020 



 ４０ 

五十石橋  愛知 fuji27909 

五十石橋  大分 fuji42466 

五十石橋  北海 fuji51569 

五十川橋  山形 fuji16694 

五十川跨線橋 山形 fuji49949 

五十沢川橋 山形 fuji53267 

五十沢川橋 新潟 fuji46159 

五十谷橋  千葉 fuji42389 

五十丁橋  秋田 fuji53754 

五十母川橋 新潟 fuji12892 

五十嵐橋  新潟 fuji12591 

五十嵐川橋 新潟 fuji19364 

五十嵐避溢橋   fuji11604 

五十里一号橋 栃木 fuji52376 

五十里二号橋 栃木 fuji52825 

五十鈴橋  宮崎 fuji07435 

五十鈴橋  宮城 fuji49623 

五十鈴橋  三重 fuji18098 

五十鈴橋  大分 fuji01154 

五十鈴橋  福岡 fuji34605 

五十鈴川橋 宮崎 fuji16276 

五十鈴川橋（汐合川橋）  

三重 fuji12031 

五所川原ノ橋 青森 fuji03211 

五松橋   福井 fuji18388 

五松林橋  岩手 fuji35244 

五城目橋  秋田 fuji11378 

五条橋   愛知 fuji00162 

五条橋   京都 fuji00044 

五条橋   香川 fuji34757 

五条橋   千葉 fuji51259 

五条橋   東京 fuji17908 

五条橋   北海 fuji13611 

五条橋（→松原橋）   

京都 fuji38790 

五条橋（←大仏橋）  

京都 fuji00120 

五条川橋  愛知 fuji04898 

五条大橋  京都 fuji00284 

五条大橋  北海 fuji37518 

五条大橋（大川橋）  

奈良 fuji16630 

五色橋   愛媛 fuji34300 

五色橋   東京 fuji30926 

五色橋   北海 fuji34556 

五千刈橋  秋田 fuji36314 

五線橋   北海 fuji36365 

五線川橋  北海 fuji22829 

五台山橋  高知 fuji25181 

五丁橋   東京 fuji45921 

五丁田橋  群馬 fuji45918 

五町田橋  群馬 fuji01935 

五長橋（裸渡橋）  

青森 fuji14872 

五鶴川橋  山口 fuji00470 

五斗眼鏡橋（岩下橋）  

熊本 fuji01096 

五斗代川橋 岡山 fuji06334 

五日市橋  岩手 fuji24838 

五日市避溢橋 大阪 fuji44014 

五日町橋  宮城 fuji02685 

五之橋   新潟 fuji49086 

五之橋   東京 fuji26518 

五倍木橋  徳島 fuji36445 

五幡橋   福井 fuji10556 

五反瀬橋  広島 fuji34019 

五反地橋  大阪 fuji41417 

五反田架道橋 東京 fuji38893 

五反田架道橋 兵庫 fuji03450 

五反田橋  愛媛 fuji42635 

五反田橋  熊本 fuji08385 

五反田橋  鹿児 fuji01323 

五反田橋  新潟 fuji14042 

五反田橋  大阪 fuji02425 

五反田橋  大分 fuji01172 

五反田橋  和歌 fuji36134 

五反田高架橋 東京 fuji19316 

五反田川橋 滋賀 fuji05783 

五反田川橋 鹿児 fuji13444 

五反田川橋 大阪 fuji15423 

五反田大橋 東京 fuji37972 

五反野高架橋 東京 fuji50464 

五番川橋  北海 fuji39839 

五百刈橋  新潟 fuji24943 

五百川橋  山形 fuji04959 

五百川橋  福島 fuji05129 

五百羅漢橋 島根 fuji00798 

五分一橋  東京 fuji03884 

五兵衛橋  東京 fuji04143 

五便橋   新潟 fuji49089 

五宝川橋  愛知 fuji31925 

五枚橋   静岡 fuji49116 

五味橋   愛媛 fuji41576 

五味橋   徳島 fuji30372 

五味塚橋  三重 fuji27916 

五味島大橋 石川 fuji00775 

五名橋   香川 fuji21642 

五名山橋  香川 fuji09680 

五明橋   徳島 fuji35832 

五明光橋  秋田 fuji37085 

五里山橋  三重 fuji35781 

五料橋   群馬 fuji33586 

五料橋（←沼柴船橋）  

群馬 fuji06571 

五料跨線橋 群馬 fuji45609 

五稜郭橋  北海 fuji36210 

五稜橋   北海 fuji48281 

五林平橋  青森 fuji03713 

五輪橋   大阪 fuji34514 

五輪橋   東京 fuji45274 

五郎ケ瀬橋  三重 fuji18292 

五郎右衛門橋 福井 fuji13457 

五郎丸沈下橋 愛媛 fuji33265 

五郎橋   長野 fuji42736 

五郎太橋  新潟 fuji46169 

五郎大橋  愛媛 fuji33780 

五郎谷橋  徳島 fuji38200 

五郎津橋  滋賀 fuji29262 

五郎田橋  山梨 fuji41234 

五郎畑橋  長野 fuji48773 

五六橋   新潟 fuji47677 

五條橋   愛知 fuji08200 

五條橋   福岡 fuji18448 

午の堀橋  埼玉 fuji26914 

午の堀川橋 埼玉 fuji26910 

午王橋   岡山 fuji28743 

午王橋   広島 fuji07784 

午王頭橋  群馬 fuji21353 

呉羽橋   富山 fuji27621 

呉我橋   沖縄 fuji19749 

呉橋    大阪 fuji00012 

呉橋    大分 fuji00025 

呉川眼鏡橋 福岡 fuji04880 

呉線跨線橋 広島 fuji42996 

呉竹橋   滋賀 fuji45408 

呉服屋橋  埼玉 fuji26595 

呉服橋   佐賀 fuji36644 

呉服橋   大阪 fuji09153 

呉服橋   東京 fuji00335 

呉服橋   兵庫 fuji04189 

呉服橋（←順礼橋）  

大阪 fuji02821 

呉服橋橋  東京 fuji32529 

呉服橋高架 東京 fuji32734 

呉陸橋   広島 fuji33771 

吾（我）路橋 北海 fuji34450 

吾橋谷橋  徳島 fuji26721 

吾郷大橋  島根 fuji34372 

吾見川橋  北海 fuji17818 

吾妻橋   群馬 fuji04640 

吾妻橋   広島 fuji21471 

吾妻橋   埼玉 fuji38401 

吾妻橋   神奈 fuji24687 

吾妻橋   青森 fuji03164 

吾妻橋   石川 fuji37427 

吾妻橋   千葉 fuji27854 

吾妻橋   長野 fuji10997 

吾妻橋   奈良 fuji09428 

吾妻橋   福島 fuji05188 

吾妻橋   北海 fuji40181 

吾妻橋（←大川橋）  

東京 fuji00847 

吾妻子橋（東子橋）  

広島 fuji29851 

吾妻川橋  高知 fuji17378 

吾妻川橋  滋賀 fuji13052 

吾妻川橋  青森 fuji03496 

吾妻川水管橋 群馬 fuji52294 

吾妻川船橋 群馬 fuji00082 

吾妻川避溢橋 青森 fuji25653 

吾嬬橋   群馬 fuji31518 

吾嬬橋（→万世橋）  

山形 fuji02990 

吾平橋   鹿児 fuji27161 

吾野橋   埼玉 fuji11567 

後庵橋   鹿児 fuji29998 

後庵溝橋  鹿児 fuji09051 

後家橋   長野 fuji11811 

後河原橋  群馬 fuji14033 

後楽橋   東京 fuji19107 

後閑橋（→月夜野橋）  

群馬 fuji00103 

後久川橋  静岡 fuji05711 

後月橋   岡山 fuji06200 

後座内架道橋 福島 fuji46117 

後川橋   高知 fuji43934 

後川橋   鹿児 fuji17402 

後川橋   福島 fuji18565 

後川辺橋  熊本 fuji01108 

後谷橋   宮崎 fuji39575 

後谷橋   三重 fuji32828 

後谷橋   滋賀 fuji45396 

後谷橋   神奈 fuji50401 

後谷橋   大分 fuji12991 

後谷橋   島根 fuji41562 

後谷川橋  愛媛 fuji19463 

後田橋   鹿児 fuji19632 

後藤橋   青森 fuji03499 

後藤橋   東京 fuji42397 

後藤橋   北海 fuji43411 

後藤寺橋  福岡 fuji25621 

後藤川橋  大阪 fuji02402 

後別橋   北海 fuji51138 

後野橋   島根 fuji49494 

後野橋   福井 fuji30167 

後立山橋（←常盤橋）  

富山 fuji14290 

後良橋   沖縄 fuji36148 

御伊勢沢橋 宮城 fuji41051 

御蔭橋   京都 fuji13980 

御隠殿坂跨線橋  

東京 fuji20332 

御姥子橋（裁断橋）  

愛知 fuji00214 

御厩橋   岩手 fuji01649 

御厩橋   兵庫 fuji13981 

御影・住吉高架橋  

兵庫 fuji21539 

御影架道橋 兵庫 fuji28486 

御影橋   石川 fuji11400 

御影橋   長野 fuji34919 

御影橋   北海 fuji33461 

御影橋（新）（←御影大橋）  

石川 fuji32503 

御影大橋  兵庫 fuji42442 

御影陸橋  兵庫 fuji21221 

御園橋   愛知 fuji12030 

御園橋   北海 fuji36547 

御薗橋   京都 fuji04575 

御薗橋   三重 fuji12619 

御薗橋   北海 fuji44225 

御仮橋   福岡 fuji21314 

御河渡橋  埼玉 fuji26897 

御河辺橋  滋賀 fuji06971 

御花橋   静岡 fuji34499 

御岳橋   岐阜 fuji32506 

御岳橋   山梨 fuji41240 

御岳橋   鹿児 fuji29720 

御岳橋（←高橋・）  

東京 fuji07971 

御岳万年橋（→高橋→新高橋

→御岳橋）  東京 fuji00678 

御笠橋   福岡 fuji25203 

御笠新橋  福岡 fuji48815 

御間伏橋  鹿児 fuji12787 

御関所橋  群馬 fuji26454 

御館橋   宮城 fuji38388 

御館橋   福岡 fuji38678 

御宮橋   栃木 fuji36711 

御許橋   大分 fuji42648 

御供田橋  京都 fuji00519 

御橋    栃木 fuji27837 

御興来第一橋 熊本 fuji08386 

御興来第五橋 熊本 fuji08390 

御興来第三橋 熊本 fuji08388 

御興来第四橋 熊本 fuji08389 

御興来第二橋 熊本 fuji08387 

御玉橋   大分 fuji33427 

御筋橋   広島 fuji05934 

御沓橋   大分 fuji17748 

御桑橋（本巣橋）  

岐阜 fuji03903 

御原橋   兵庫 fuji32062 

御幸（行？）橋 奈良 fuji05292 

御幸ノ橋（神納橋）  

愛媛 fuji07605 

御幸橋   愛媛 fuji01592 

御幸橋   岡山 fuji15250 

御幸橋   宮崎 fuji46563 

御幸橋   広島 fuji04839 

御幸橋   香川 fuji02017 

御幸橋   山形 fuji24518 

御幸橋   滋賀 fuji01144 

御幸橋   秋田 fuji49946 

御幸橋   新潟 fuji46942 

御幸橋   青森 fuji02460 

御幸橋   静岡 fuji17160 

御幸橋   大阪 fuji43642 

御幸橋   大分 fuji18158 

御幸橋   長崎 fuji12981 

御幸橋   長野 fuji03396 

御幸橋   奈良 fuji08215 

御幸橋   福島 fuji06111 

御幸橋   兵庫 fuji11855 

御幸橋   北海 fuji38982 

御幸橋（→荒神橋）  

京都 fuji02820 

御幸橋（→行幸橋）  
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熊本 fuji09457 

御幸橋（←土岐口橋）  

岐阜 fuji03478 

御幸橋跨線橋 兵庫 fuji16290 

御幸跨線橋 神奈 fuji20867 

御幸新橋（曲輪橋）  

群馬 fuji02192 

御幸通陸橋 兵庫 fuji21223 

御幸返橋  福岡 fuji30238 

御行（幸？）橋 奈良 fuji05292 

御国橋（美国橋）  

大分 fuji25803 

御魂山橋  長野 fuji12983 

御坂サイフォン水路橋 

（御坂橋） 兵庫 fuji06260 

御坂橋（御坂サイフォン 

水路橋）  兵庫 fuji06260 

御坂橋（噴水管架載弧橋）  

兵庫 fuji06260 

御崎橋   兵庫 fuji16241 

御三戸橋  愛媛 fuji14410 

御山橋   福島 fuji09651 

御鹿倉橋  熊本 fuji15141 

御車橋   北海 fuji41810 

御手洗観光橋 奈良 fuji50887 

御手洗橋  愛知 fuji33515 

御手洗橋  愛媛 fuji17584 

御手洗橋  熊本 fuji01382 

御手洗橋  広島 fuji05575 

御手洗橋  新潟 fuji37331 

御手洗橋  福岡 fuji06836 

御手洗橋  兵庫 fuji20611 

御手洗水橋 熊本 fuji35250 

御手洗川橋 広島 fuji07474 

御手洗川橋 兵庫 fuji15428 

御楯橋   東京 fuji48514 

御所ケ谷橋  神奈 fuji26932 

御所橋   宮城 fuji32324 

御所山橋  山形 fuji42536 

御所山橋  神奈 fuji23324 

御所大橋  徳島 fuji27726 

御所谷橋  徳島 fuji30538 

御所池避溢橋 徳島 fuji08341 

御所入橋  栃木 fuji46324 

御所平橋  山梨 fuji38441 

御所裏橋  東京 fuji21069 

御緒橋   山梨 fuji40738 

御庄野橋  滋賀 fuji05968 

御裳橋   山口 fuji18854 

御裳濯橋（宇治橋）  

三重 fuji00071 

御城橋   茨城 fuji29727 

御城山橋  愛知 fuji53818 

御新造橋  東京 fuji23970 

御神楽橋  栃木 fuji44460 

御神橋   新潟 fuji38423 

御神橋   東京 fuji15481 

御厨橋   群馬 fuji14676 

御厨中橋  大阪 fuji43630 

御成街道架道橋  

東京 fuji23708 

御成橋   埼玉 fuji06235 

御成橋   東京 fuji00805 

御成橋   栃木 fuji00677 

御成橋   北海 fuji29504 

御成橋（←港橋）  

静岡 fuji12812 

御成橋（←日の出橋）  

北海 fuji23377 

御成橋（←湊橋）  

静岡 fuji02572 

御川橋   栃木 fuji39346 

御船橋   東京 fuji19959 

御船川橋  熊本 fuji16862 

御船川目鑑橋 熊本 fuji01312 

御前橋   岐阜 fuji11415 

御前橋   京都 fuji21178 

御前山橋  茨城 fuji51250 

御前山第一橋 山梨 fuji52307 

御前山第二橋 山梨 fuji52308 

御倉橋   群馬 fuji19847 

御曹子橋  長野 fuji17137 

御蔵橋   群馬 fuji40202 

御蔵橋   埼玉 fuji21366 

御蔵橋   新潟 fuji17624 

御蔵橋   東京 fuji22933 

御蔵橋   奈良 fuji20758 

御多込蘂橋 北海 fuji52726 

御代架道橋 三重 fuji49125 

御代橋   三重 fuji07777 

御代参橋  滋賀 fuji18808 

御代田橋  福島 fuji15986 

御代避溢橋 三重 fuji47326 

御台跨線橋 福島 fuji34465 

御大師橋  広島 fuji53870 

御鷹野橋  愛知 fuji34173 

御鷹野橋  広島 fuji33248 

御池橋   大阪 fuji00560 

御池大橋  京都 fuji44973 

御茶の水駅構内桁  

東京 fuji35427 

御茶の水橋 東京 fuji06271 

御茶の水川橋 北海 fuji04009 

御茶屋橋  岡山 fuji20281 

御茶屋橋（→錦江橋）  

兵庫 fuji12303 

御茶壺橋（小峰橋）  

神奈 fuji08926 

御着橋   兵庫 fuji25571 

御張屋橋  神奈 fuji20772 

御勅使橋  山梨 fuji23753 

御勅使上橋 山梨 fuji46354 

御勅使川橋 山梨 fuji52120 

御底入橋  群馬 fuji41654 

御典橋   埼玉 fuji23955 

御殿下橋  宮城 fuji02737 

御殿橋   愛知 fuji27519 

御殿橋   京都 fuji16316 

御殿橋   香川 fuji33261 

御殿橋   静岡 fuji00711 

御殿橋   東京 fuji13132 

御殿山橋  東京 fuji01852 

御殿場架道橋   fuji45381 

御殿場沢橋 福島 fuji19942 

御田橋   愛知 fuji07639 

御塔坂橋  東京 fuji18431 

御塔谷橋  愛媛 fuji28028 

御堂ノ谷橋  岐阜 fuji25244 

御堂橋   岩手 fuji20292 

御堂筋架道橋 大阪 fuji52445 

御堂筋高架橋 大阪 fuji49553 

御堂原橋  広島 fuji34194 

御堂沢橋  長野 fuji36508 

御堂島橋  長野 fuji53648 

御徳橋   山梨 fuji37432 

御徳橋   福岡 fuji17479 

御納戸橋  宮崎 fuji41800 

御泊橋   大分 fuji27532 

御筆橋   大分 fuji53535 

御浜橋   三重 fuji15136 

御腹川橋  千葉 fuji16451 

御物川橋  愛媛 fuji17366 

御幣岩橋  栃木 fuji29391 

御米橋   山口 fuji53697 

御坊駅跨線橋 和歌 fuji22782 

御坊坂人道跨線橋  

東京 fuji50944 

御坊山一号橋 石川 fuji52118 

御坊山二号橋 石川 fuji52119 

御坊川橋  香川 fuji10765 

御房橋   山梨 fuji41875 

御鉾橋   群馬 fuji10861 

御堀橋   東京 fuji21105 

御門橋   埼玉 fuji25967 

御門橋   富山 fuji19380 

御門橋   兵庫 fuji24084 

御門前橋  鹿児 fuji34309 

御野橋   大阪 fuji30185 

御油橋   愛知 fuji00446 

御用橋   香川 fuji27351 

御用橋（男川） 愛知 fuji19558 

御用川橋  栃木 fuji04920 

御用田橋  愛知 fuji33517 

御旅屋橋  石川 fuji34702 

御旅所橋  広島 fuji35067 

御料一線橋 北海 fuji49725 

御料橋   北海 fuji36222 

御料橋（→第一御料橋）  

北海 fuji17607 

御料川橋  北海 fuji23089 

御料地橋  北海 fuji42071 

御陵橋   鳥取 fuji06547 

御陵橋   福井 fuji07860 

御領沢橋  山梨 fuji09231 

御輪橋   福島 fuji29179 

御霊園橋  大分 fuji36470 

御老内一号橋 北海 fuji42823 

御老内三号橋 北海 fuji42824 

御嶽橋   岐阜 fuji36112 

御嶽橋   埼玉 fuji24430 

御嶽橋   山口 fuji38497 

御嶽橋   東京 fuji32230 

御嶽前橋  東京 fuji20042 

御廚橋   三重 fuji18099 

御祓橋   石川 fuji34608 

御祓橋   大阪 fuji38914 

御祓橋   大分 fuji01150 

御祓川橋  石川 fuji17930 

悟渓寺橋  宮城 fuji02699 

碁石川橋  新潟 fuji30919 

碁点橋   山形 fuji06266 

語歌橋   埼玉 fuji38669 

護国神社太鼓橋  

佐賀 fuji01710 

護塚橋   兵庫 fuji28703 

護念寺橋  鹿児 fuji07743 

護摩橋   東京 fuji24919 

護木橋   大分 fuji48829 

鯉ケ淵橋  高知 fuji25773 

鯉居橋   岐阜 fuji07096 

鯉橋    三重 fuji21873 

鯉橋    新潟 fuji51972 

鯉川架道橋 福島 fuji42709 

鯉川橋   秋田 fuji42367 

鯉川橋   東京 fuji28813 

交観橋   富山 fuji24001 

交代橋   東京 fuji04144 

交融橋   島根 fuji02943 

光永大橋  大分 fuji45210 

光円橋   群馬 fuji10535 

光岡橋   大分 fuji47387 

光岸寺橋（→永山橋）  

北海 fuji10017 

光橋    長野 fuji35765 

光橋    和歌 fuji33241 

光玄橋   東京 fuji33802 

光江橋   長崎 fuji41302 

光珠内跨線橋 北海 fuji39888 

光西寺橋  香川 fuji11762 

光善寺橋  滋賀 fuji05146 

光善寺太鼓橋 山形 fuji03137 

光尊寺橋  熊本 fuji01038 

光滝橋   大阪 fuji18107 

光沢橋   京都 fuji39253 

光明橋   宮城 fuji03250 

光明橋   神奈 fuji27867 

光立寺架道橋 大阪 fuji18661 

公園橋   佐賀 fuji18152 

公園橋   三重 fuji46403 

公園橋   山梨 fuji40556 

公園橋   長崎 fuji17484 

公園橋   北海 fuji37177 

公園橋   北海 fuji37602 

公園橋   和歌 fuji33527 

公園太鼓橋 福岡 fuji33608 

公住橋   北海 fuji42116 

公進橋   北海 fuji36549 

公堂橋   徳島 fuji27090 

公文名橋  福井 fuji14609 

公平水路橋 千葉 fuji36794 

公和橋   北海 fuji44688 

効範橋   愛知 fuji25345 

厚賀橋   北海 fuji44998 

厚樫跨線橋 福島 fuji47642 

厚狭川橋  山口 fuji53124 

厚狭川大橋 山口 fuji19594 

厚真川橋  北海 fuji07447 

厚生橋   高知 fuji41293 

厚生橋   佐賀 fuji28807 

厚生橋   鹿児 fuji41479 

厚生橋   北海 fuji32209 

厚田橋   群馬 fuji27841 

厚東川橋  山口 fuji08704 

厚東川新橋 山口 fuji47373 

厚東川水路橋 山口 fuji30791 

厚内川橋  北海 fuji09545 

厚南第十一号橋  

北海 fuji50344 

厚波第一橋 岐阜 fuji37997 

厚波第二橋 岐阜 fuji50268 

厚八橋   岐阜 fuji46371 

厚別橋   北海 fuji33810 

厚別七号橋 北海 fuji49755 

厚別新川橋 北海 fuji49753 

厚別川橋  北海 fuji51603 

厚木架道橋 神奈 fuji52540 

厚和橋   北海 fuji38834 

口ケ谷橋  和歌 fuji35103 

口ノ原橋   福岡 fuji13187 

口屋橋   島根 fuji32444 

口屋内橋  高知 fuji34767 

口熊河内橋 三重 fuji28186 

口戸橋   大分 fuji35489 

口谷橋   岐阜 fuji42928 

口名田橋  福井 fuji32022 

口野橋   静岡 fuji40890 

向ケ丘橋  北海 fuji50103 

向井橋   京都 fuji49134 

向井橋   群馬 fuji45915 

向井橋   広島 fuji50774 

向井橋   山形 fuji47058 

向井橋   北海 fuji42509 

向井川橋  香川 fuji12929 

向井田橋  奈良 fuji52176 

向栄橋   佐賀 fuji12988 

向横田橋  秋田 fuji47636 

向横田橋  島根 fuji43267 

向河原橋（氏家大橋）  



 ４２ 

栃木 fuji44891 

向花橋   鹿児 fuji20656 

向樫原橋  徳島 fuji30053 

向橋    岡山 fuji29782 

向橋    新潟 fuji34244 

向橋    静岡 fuji48787 

向橋    東京 fuji31200 

向橋    栃木 fuji40500 

向原橋   山形 fuji45909 

向原橋   神奈 fuji47463 

向光石橋  広島 fuji28985 

向広瀬橋  高知 fuji44162 

向江橋   鹿児 fuji05363 

向細字納間橋 宮崎 fuji15670 

向坂橋   神奈 fuji51804 

向山橋   岐阜 fuji43133 

向山橋   京都 fuji35560 

向山橋   群馬 fuji06631 

向山橋   広島 fuji35583 

向山橋   高知 fuji44163 

向山橋   新潟 fuji49088 

向山橋   福島 fuji28496 

向山橋   兵庫 fuji28707 

向寺山橋  徳島 fuji26325 

向出橋   三重 fuji50416 

向小橋   群馬 fuji03725 

向上雷橋  北海 fuji46069 

向川原橋  鹿児 fuji46256 

向川原橋  福島 fuji06905 

向前橋   山形 fuji38276 

向村橋   山梨 fuji21752 

向太郎川橋 岐阜 fuji05627 

向大沢橋  山形 fuji52292 

向沢橋   新潟 fuji13391 

向谷トンネル跨線橋 

 奈良 fuji38861 

向谷橋   静岡 fuji07582 

向谷水路橋 三重 fuji16552 

向町橋   福岡 fuji13188 

向町跨線橋 山形 fuji52802 

向田橋   愛知 fuji42954 

向田橋   宮城 fuji53468 

向田橋   鹿児 fuji34994 

向田橋   神奈 fuji43591 

向田橋   大分 fuji30875 

向田橋   長野 fuji31544 

向田橋   東京 fuji18770 

向田橋   栃木 fuji47657 

向田橋   福岡 fuji29716 

向田川橋  静岡 fuji05702 

向島橋   岐阜 fuji21555 

向島橋   山梨 fuji50569 

向島橋   大阪 fuji21204 

向島橋   和歌 fuji16897 

向島橋（→上武大橋）  

群馬 fuji04443 

向島大橋  広島 fuji50918 

向東洞橋  福井 fuji49836 

向日町架道橋（名神架道橋） 

 京都 fuji44876 

向平橋   和歌 fuji36771 

向別橋   北海 fuji43367 

向別川橋  北海 fuji26581 

向別中橋  北海 fuji45069 

向名高橋  山形 fuji48338 

向野橋   熊本 fuji06360 

向野橋   大分 fuji27132 

向野橋   富山 fuji34699 

向野跨線橋 愛知 fuji21870 

向野跨線橋 大分 fuji43949 

喉橋    福井 fuji35046 

坑の内橋  大分 fuji45823 

垢離取橋  徳島 fuji31110 

好間橋   福島 fuji40898 

好間川橋  福島 fuji13837 

孝子橋（高瀬橋） 

 大阪 fuji36274 

孝慈橋   東京 fuji21096 

工業用水道水管橋  

青森 fuji53744 

工匠橋   大阪 fuji11257 

工兵橋   広島 fuji05611 

工兵橋（中の橋）  

東京 fuji24587 

工兵橋（徳住橋）  

徳島 fuji29489 

巧橋    富山 fuji28632 

幸の元橋  佐賀 fuji19737 

幸ノ元橋   福岡 fuji15192 

幸運橋   青森 fuji04939 

幸運橋   大阪 fuji16289 

幸運川橋  北海 fuji21967 

幸栄橋   新潟 fuji46164 

幸栄橋   北海 fuji28823 

幸円橋（←清四郎橋）  

滋賀 fuji00586 

幸架道橋  東京 fuji44911 

幸久橋   茨城 fuji03470 

幸橋    愛媛 fuji12320 

幸橋    岡山 fuji24124 

幸橋    群馬 fuji28591 

幸橋    香川 fuji03938 

幸橋    三重 fuji41731 

幸橋    山形 fuji03136 

幸橋    鹿児 fuji05649 

幸橋    秋田 fuji41634 

幸橋    新潟 fuji34160 

幸橋    神奈 fuji19912 

幸橋    青森 fuji03750 

幸橋    静岡 fuji12367 

幸橋    大阪 fuji00531 

幸橋    長崎 fuji00390 

幸橋    長野 fuji06157 

幸橋    島根 fuji26315 

幸橋    東京 fuji11617 

幸橋    福井 fuji00746 

幸橋    北海 fuji33444 

幸橋（←上河原橋）  

栃木 fuji31693 

幸橋（御）  福島 fuji04489 

幸橋架道橋 東京 fuji36246 

幸金橋   北海 fuji50480 

幸作橋   福岡 fuji31949 

幸手橋   埼玉 fuji39010 

幸成橋   北海 fuji42090 

幸西橋   大阪 fuji15113 

幸谷橋   島根 fuji36526 

幸谷橋（八間堀川橋）  

茨城 fuji37850 

幸知橋   群馬 fuji06038 

幸知陸橋  群馬 fuji22757 

幸町陸橋  埼玉 fuji38847 

幸長橋   北海 fuji38556 

幸田橋   岡山 fuji24123 

幸田橋   山形 fuji24856 

幸田橋   大分 fuji35161 

幸徳橋   愛媛 fuji52207 

幸平橋   福島 fuji25549 

幸野川橋  熊本 fuji34307 

幸来橋   山形 fuji04955 

幸来橋   栃木 fuji02092 

幸料寺橋  兵庫 fuji43648 

広井橋   兵庫 fuji42761 

広浦橋   宮城 fuji37387 

広栄橋   兵庫 fuji29972 

広円橋   佐賀 fuji10370 

広岡橋   愛媛 fuji42786 

広岡橋   和歌 fuji37047 

広岡橋（１号） 岐阜 fuji38000 

広岡橋（２号） 岐阜 fuji38001 

広河原橋  宮崎 fuji31644 

広垣内橋  三重 fuji53503 

広丸橋   大分 fuji12990 

広久内橋  秋田 fuji42698 

広教橋   大阪 fuji17953 

広橋    和歌 fuji05295 

広見橋   岐阜 fuji28647 

広見橋   群馬 fuji32189 

広見橋   香川 fuji30498 

広見川橋  愛媛 fuji29444 

広原橋   大分 fuji35850 

広戸橋   長野 fuji35152 

広戸川橋  青森 fuji02069 

広江橋   長崎 fuji25790 

広甲橋   福岡 fuji24191 

広砂橋   徳島 fuji26705 

広崎橋   静岡 fuji00863 

広瀬橋   岡山 fuji31983 

広瀬橋   岐阜 fuji30840 

広瀬橋   宮崎 fuji53407 

広瀬橋   群馬 fuji15528 

広瀬橋   広島 fuji10841 

広瀬橋   三重 fuji38464 

広瀬橋   滋賀 fuji12697 

広瀬橋   鹿児 fuji00598 

広瀬橋   新潟 fuji06486 

広瀬橋   青森 fuji06436 

広瀬橋   静岡 fuji33921 

広瀬橋   石川 fuji05979 

広瀬橋   大分 fuji04865 

広瀬橋   長野 fuji03313 

広瀬橋   鳥取 fuji27311 

広瀬橋   奈良 fuji16516 

広瀬橋   福井 fuji09388 

広瀬橋   福岡 fuji07001 

広瀬橋   福島 fuji00645 

広瀬橋   兵庫 fuji15599 

広瀬橋   和歌 fuji09429 

広瀬橋（→岩崎橋）  

香川 fuji08601 

広瀬橋（←長町橋）  

宮城 fuji00385 

広瀬川橋  宮崎 fuji40448 

広瀬川橋  宮城 fuji05156 

広瀬川橋  群馬 fuji05686 

広瀬川橋  鹿児 fuji16844 

広瀬川橋  青森 fuji24657 

広瀬川大橋 宮城 fuji02908 

広瀬川土橋（宝来橋） 

 山口 fuji00411 

広瀬大橋  群馬 fuji52086 

広瀬大橋（蝙蝠橋）  

石川 fuji00980 

広瀬中広橋 広島 fuji33536 

広清橋   石川 fuji18718 

広石橋   岡山 fuji03350 

広石橋   大分 fuji03967 

広川橋   埼玉 fuji26892 

広川橋   徳島 fuji47728 

広川橋   和歌 fuji03931 

広川高架橋 神奈 fuji52876 

広前橋   群馬 fuji28163 

広打六号橋 北海 fuji51879 

広台橋   神奈 fuji20697 

広大橋   広島 fuji27999 

広沢橋   群馬 fuji12453 

広沢橋   徳島 fuji51837 

広谷大橋  兵庫 fuji42176 

広池橋   広島 fuji27074 

広津橋   宮崎 fuji30259 

広田橋   山形 fuji43789 

広田橋   青森 fuji03754 

広田橋   静岡 fuji32160 

広田橋   大阪 fuji50277 

広田橋   富山 fuji24951 

広田橋   福岡 fuji52026 

広田橋   兵庫 fuji22684 

広田橋   和歌 fuji37901 

広田川橋  兵庫 fuji02165 

広電天満橋 広島 fuji12527 

広渡橋   宮崎 fuji23490 

広島橋   岡山 fuji11221 

広島橋   徳島 fuji15948 

広島橋   北海 fuji38873 

広東橋   群馬 fuji15475 

広桃橋   群馬 fuji47803 

広内西二線牧野橋  

北海 fuji53726 

広内陸橋  北海 fuji47220 

広馬場橋  長崎 fuji01024 

広梅橋   愛知 fuji22774 

広幡橋   静岡 fuji11825 

広畑橋   岡山 fuji44592 

広畑橋   山形 fuji36499 

広尾架道橋 東京 fuji04704 

広尾橋   東京 fuji09384 

広尾橋（←茂寄橋）  

北海 fuji07300 

広尾橋（←茂寄橋）  

北海 fuji13296 

広尾川橋  北海 fuji19285 

広尾町架道橋 東京 fuji30032 

広表橋   岩手 fuji24789 

広浜橋   山形 fuji30252 

広部橋   神奈 fuji29211 

広平橋   熊本 fuji34301 

広平橋   奈良 fuji02367 

広幌橋   北海 fuji45006 

広木橋   福岡 fuji20445 

広木野橋  宮崎 fuji32008 

広野橋   香川 fuji53377 

広野橋   静岡 fuji52609 

広野橋   福島 fuji39911 

広胖橋   長野 fuji02136 

庚午橋   広島 fuji30854 

庚申橋   愛知 fuji05408 

庚申橋   鹿児 fuji27177 

庚申橋   新潟 fuji10739 

庚申橋   静岡 fuji24995 

庚申橋   大阪 fuji34511 

庚申橋   東京 fuji32791 

庚申橋   徳島 fuji26699 

庚申橋   福岡 fuji52217 

庚申橋   兵庫 fuji02941 

庚申橋（毘沙門橋）  

広島 fuji32264 

庚塚橋   福島 fuji16369 

康寿橋   山形 fuji03393 

弘庵橋   福岡 fuji38517 

弘岡橋   神奈 fuji28459 

弘重橋   北海 fuji46265 

弘瀬橋   高知 fuji48438 

弘鶴橋（→母里大橋）  

島根 fuji27974 

弘田川橋  香川 fuji05941 

弘穂橋   岐阜 fuji31328 

弘法橋   愛知 fuji49121 

弘法橋   北海 fuji25275 
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弘法担橋  福島 fuji33801 

恒屋橋   兵庫 fuji28482 

恒吉太鼓橋 鹿児 fuji00897 

恒久橋   福岡 fuji27778 

恒道橋   大分 fuji40153 

恒明橋   栃木 fuji17667 

更科橋   山梨 fuji35759 

更科橋   福島 fuji15682 

更級橋   長野 fuji16055 

更埴橋   長野 fuji03124 

更新一号橋 北海 fuji49033 

更新三号橋 北海 fuji46085 

更新四号橋 北海 fuji46086 

更進橋   北海 fuji37176 

更生橋   鹿児 fuji29552 

更生橋   新潟 fuji40786 

更生橋   北海 fuji48306 

更別川橋  北海 fuji21940 

杭甲橋   福島 fuji03844 

杭瀬川橋  岐阜 fuji32368 

杭全一号橋 大阪 fuji50870 

杭全橋   大阪 fuji29273 

杭全川橋  大阪 fuji50031 

杭二橋   大阪 fuji35929 

校西橋   佐賀 fuji26217 

校南橋   佐賀 fuji26216 

構口橋   佐賀 fuji10369 

構成橋   北海 fuji48292 

江（郷）川橋 島根 fuji15350 

江ケ崎跨線橋 神奈 fuji20866 

江ケ沢橋  愛知 fuji23777 

江の浦橋  三重 fuji30123 

江の浦橋  神奈 fuji39226 

江ノ口橋   鹿児 fuji01338 

江ノ子島橋  大阪 fuji12907 

江ノ尻橋   福井 fuji44095 

江の津橋  福岡 fuji52215 

江ノ島大橋（第二弁天橋）  

神奈 fuji42398 

江影橋   大分 fuji02597 

江永橋   大阪 fuji04191 

江卸橋   北海 fuji51175 

江花橋   北海 fuji42496 

江串橋   長崎 fuji04623 

江迎橋   長崎 fuji09816 

江迎川橋  佐賀 fuji05341 

江迎大橋  佐賀 fuji29375 

江原橋   愛知 fuji31926 

江原小橋  愛知 fuji38061 

江古田橋  東京 fuji40521 

江戸橋   宮城 fuji03249 

江戸橋   三重 fuji03064 

江戸橋   大阪 fuji10945 

江戸橋   東京 fuji00246 

江戸橋   福岡 fuji14853 

江戸橋（先達大橋）  

青森 fuji00189 

江戸坂跨線橋（田端大橋） 

 東京 fuji26557 

江戸尻川橋 神奈 fuji15398 

江戸川橋  群馬 fuji12010 

江戸川橋  埼玉 fuji10253 

江戸川橋  千葉 fuji07044 

江戸川橋  千葉 fuji10667 

江戸川橋（→市川橋）  

東京 fuji10330 

江戸川水門管理橋  

千葉 fuji30636 

江戸堀橋  大阪 fuji19422 

江後眼鏡橋 福岡 fuji12769 

江口橋   鹿児 fuji09858 

江口橋   大阪 fuji17952 

江口橋   徳島 fuji34753 

江口橋   福岡 fuji26167 

江口川橋  徳島 fuji13425 

江綱橋   埼玉 fuji26889 

江合橋   宮城 fuji01135 

江合口橋  鹿児 fuji30631 

江合川橋  宮城 fuji06002 

江差牛吊橋 北海 fuji37612 

江持橋   福島 fuji11046 

江住橋   和歌 fuji29974 

江上Ａ遺跡の橋 

 富山 fuji00001 

江上橋   大分 fuji02384 

江上川橋  大分 fuji39297 

江場橋   三重 fuji31235 

江尻橋   三重 fuji05279 

江尻橋   富山 fuji42161 

江尻跨線橋（→清水橋）  

静岡 fuji35778 

江神橋   北海 fuji48674 

江須之川高架 和歌 fuji51308 

江川橋   愛知 fuji05415 

江川橋   愛媛 fuji16816 

江川橋   茨城 fuji13838 

江川橋   京都 fuji40606 

江川橋   高知 fuji14562 

江川橋   埼玉 fuji22266 

江川橋   三重 fuji12039 

江川橋   鹿児 fuji53411 

江川橋   秋田 fuji13624 

江川橋   静岡 fuji49307 

江川橋   大分 fuji03669 

江川橋   長崎 fuji03361 

江川橋   徳島 fuji38212 

江川橋   栃木 fuji22892 

江川橋（→下和佐橋）  

和歌 fuji22553 

江川橋（→上江川橋）  

島根 fuji37825 

江川橋（居川橋）  

大阪 fuji26087 

江川橋（第一） 島根 fuji28493 

江川橋（浜田橋）  

福島 fuji10977 

江川船橋（上江川橋）  

島根 fuji10163 

江川町橋  愛知 fuji08991 

江川避溢橋 三重 fuji12038 

江代橋   熊本 fuji37661 

江丹別橋  北海 fuji08057 

江丹別跨線橋 北海 fuji52718 

江丹別第２号橋  

北海 fuji36661 

江端橋   長崎 fuji41793 

江地橋   山形 fuji36379 

江中湖橋  群馬 fuji00862 

江津橋   熊本 fuji04634 

江津橋   石川 fuji22524 

江津跨線橋 島根 fuji39102 

江辻橋   福岡 fuji52220 

江蔦橋   北海 fuji41179 

江田橋   徳島 fuji24293 

江田川橋  福島 fuji14506 

江島橋   愛知 fuji25630 

江島橋   岡山 fuji28805 

江島橋   大阪 fuji02364 

江東橋   千葉 fuji37163 

江東橋   東京 fuji08165 

江東新橋（中川橋）  

東京 fuji36800 

江藤橋   香川 fuji43927 

江頭橋   長崎 fuji04226 

江道橋   岡山 fuji06060 

江波橋   福井 fuji35756 

江繁橋   岩手 fuji27796 

江尾橋   静岡 fuji44922 

江尾橋   島根 fuji35818 

江尾川橋  鳥取 fuji16255 

江部乙橋  北海 fuji36183 

江部橋   熊本 fuji14242 

江別橋   北海 fuji34401 

江別川橋  北海 fuji04000 

江別大橋  北海 fuji26552 

江北橋   東京 fuji18349 

江無田橋  大分 fuji00355 

江木橋   群馬 fuji16299 

江野橋   大阪 fuji29276 

江与味橋  岡山 fuji18517 

江葉橋   神奈 fuji31898 

江里橋   長崎 fuji41792 

江竜橋   三重 fuji49127 

江竜橋   北海 fuji46665 

江良橋   愛媛 fuji15873 

江良川橋  山口 fuji14833 

江脇橋   大分 fuji03668 

港（美奈登）橋 愛知 fuji27663 

港一号橋（第一海陸連絡橋） 

 神奈 fuji15342 

港栄橋   東京 fuji30925 

港橋    愛媛 fuji15850 

港橋    沖縄 fuji10148 

港橋    香川 fuji40647 

港橋    山形 fuji48728 

港橋    滋賀 fuji22339 

港橋    新潟 fuji05862 

港橋    神奈 fuji02556 

港橋    千葉 fuji25303 

港橋    大分 fuji29348 

港橋    長野 fuji50712 

港橋    島根 fuji38643 

港橋    福井 fuji07563 

港橋    兵庫 fuji01652 

港橋    北海 fuji33450 

港橋    和歌 fuji14829 

港橋（→栄橋） 岐阜 fuji42420 

港橋（→御成橋）  

静岡 fuji12812 

港橋（←元橋） 静岡 fuji26983 

港橋（湊橋） 愛知 fuji01718 

港橋（湊橋→御成橋）  

静岡 fuji02572 

港新橋   愛知 fuji38904 

港新橋（東西築地連絡橋） 

 愛知 fuji24461 

港新橋取付跨線橋  

愛知 fuji45179 

港大橋   秋田 fuji53593 

港大橋   福井 fuji51663 

港大橋   兵庫 fuji34519 

港大浜橋  愛知 fuji53824 

港町跨線橋 北海 fuji41598 

港東橋   愛知 fuji50738 

港内橋   山口 fuji30494 

港南橋   神奈 fuji44088 

港南大橋（第２品川埠頭橋） 

 東京 fuji52460 

港二号橋（第二海陸連絡橋） 

 神奈 fuji15343 

港避溢橋  山口 fuji20250 

溝ノ口橋   富山 fuji31102 

溝の口跨線橋 神奈 fuji43599 

溝越橋   埼玉 fuji19649 

溝延橋   山形 fuji51619 

溝口橋   岐阜 fuji49298 

溝口橋   鳥取 fuji04586 

溝谷橋   京都 fuji29419 

溝田橋   東京 fuji22941 

溝之側橋  大阪 fuji26656 

溝緑橋   徳島 fuji41434 

甲運橋   山梨 fuji02059 

甲花の谷橋 滋賀 fuji05632 

甲賀橋   滋賀 fuji45759 

甲橋    岐阜 fuji23182 

甲橋    大阪 fuji48556 

甲橋    鳥取 fuji04591 

甲繋橋   広島 fuji40274 

甲向田橋  滋賀 fuji05631 

甲孝橋   愛媛 fuji22583 

甲崎橋   愛媛 fuji09448 

甲山大橋  兵庫 fuji28695 

甲子園橋  兵庫 fuji39779 

甲子園西部陸橋  

兵庫 fuji18112 

甲子園東部陸橋  

兵庫 fuji18113 

甲子橋   宮城 fuji03236 

甲子橋   山梨 fuji41382 

甲子橋   千葉 fuji45270 

甲子橋   福島 fuji23931 

甲西橋   滋賀 fuji38168 

甲川橋   鳥取 fuji09577 

甲大よし跨線橋  

滋賀 fuji49505 

甲中吹橋  岐阜 fuji05119 

甲田橋   広島 fuji35946 

甲田橋   青森 fuji40800 

甲東橋   山梨 fuji15538 

甲突橋   鹿児 fuji31957 

甲突川橋  鹿児 fuji12954 

甲突川避溢橋 鹿児 fuji13099 

甲武橋   兵庫 fuji07704 

甲六橋   山梨 fuji02799 

甲六沢橋  山梨 fuji09968 

皇宮路橋  香川 fuji30108 

皇居正門石橋（二重橋）  

東京 fuji05383 

皇都橋   茨城 fuji41505 

糠真布橋  北海 fuji41155 

糠川水路橋 長野 fuji17782 

糠沢橋   秋田 fuji34665 

糠沢新橋  秋田 fuji46917 

糠沢川橋  秋田 fuji08673 

糠塚橋   福島 fuji49791 

糠平橋   北海 fuji43344 

糠平二股橋 北海 fuji46621 

糠平八号橋 北海 fuji42092 

糠野目橋（←松川橋）  

山形 fuji21676 

糠野目大橋（松川橋）  

山形 fuji00705 

紅橋    北海 fuji41814 

紅狩橋   北海 fuji41976 

紅内橋   山形 fuji36040 

紅楓橋   北海 fuji29028 

紅葉関の橋 富山 fuji19089 

紅葉橋   岩手 fuji39452 

紅葉橋   岐阜 fuji33909 

紅葉橋   京都 fuji50750 

紅葉橋   熊本 fuji30153 

紅葉橋   群馬 fuji03279 

紅葉橋   広島 fuji21885 

紅葉橋   高知 fuji02189 

紅葉橋   三重 fuji27271 

紅葉橋   山口 fuji46472 

紅葉橋   滋賀 fuji16515 

紅葉橋   神奈 fuji01827 



 ４４ 

紅葉橋   大阪 fuji18437 

紅葉橋   東京 fuji16461 

紅葉橋   徳島 fuji38763 

紅葉橋   北海 fuji13107 

紅葉山橋  北海 fuji40949 

紅葉淵橋  大分 fuji46012 

綱の瀬橋  宮崎 fuji09537 

綱一色橋  神奈 fuji18083 

綱掛橋   新潟 fuji46158 

 

綱取橋（眼鏡橋） 

 山形 fuji04283 

綱場橋   山形 fuji08450 

綱切橋（←安田橋）  

長野 fuji26522 

綱切橋（←上船橋）  

長野 fuji10162 

綱切橋（上船渡橋）  

長野 fuji02028 

綱津橋   熊本 fuji08364 

綱田川橋  熊本 fuji08365 

綱島橋（大綱橋）  

神奈 fuji00067 

耕開原橋  新潟 fuji04446 

耕作橋   徳島 fuji34971 

耕整橋   大阪 fuji37035 

考認橋   新潟 fuji33164 

肱江川橋  三重 fuji15059 

肱川橋(←浮亀橋)  

愛媛 fuji02031 

肱谷橋   京都 fuji39978 

荒井架道橋 宮城 fuji50519 

荒井街道架道橋 

 福島 fuji44288 

荒井京田橋 山形 fuji15080 

荒井橋   岡山 fuji27327 

荒井橋   埼玉 fuji25467 

荒井橋   長野 fuji26641 

荒井橋   北海 fuji42502 

荒井船橋？(下荒井橋)  

福井 fuji09472 

荒井二号橋 大分 fuji43036 

荒井用水橋 香川 fuji20528 

荒磯橋   秋田 fuji47252 

荒屋敷橋  宮城 fuji31502 

荒家沢橋  長野 fuji11313 

荒河橋   京都 fuji52164 

荒海橋   福島 fuji13947 

荒久橋   静岡 fuji52586 

荒句橋   神奈 fuji43154 

荒鍬橋   岡山 fuji27995 

荒戸橋   福岡 fuji23081 

荒口川第一橋 群馬 fuji05682 

荒口川第二橋 群馬 fuji05683 

荒佐川橋  山形 fuji09958 

荒崎排水路橋 岐阜 fuji45667 

荒子運河橋 愛知 fuji43284 

荒子橋   愛知 fuji20500 

荒子跨線橋 愛知 fuji42427 

荒子西部高架橋 

 愛知 fuji43852 

荒子川橋  愛知 fuji32106 

荒子東部高架橋  

愛知 fuji43851 

荒蒔橋   鹿児 fuji13605 

荒鹿橋   福井 fuji30653 

荒舟橋   鳥取 fuji26112 

荒城川橋  岐阜 fuji25698 

荒城川避溢橋 岐阜 fuji25699 

荒神橋   岡山 fuji13065 

荒神橋   宮崎 fuji06796 

荒神橋   広島 fuji12526 

荒神橋   山口 fuji18133 

荒神橋   長野 fuji27257 

荒神橋   北海 fuji08727 

荒神橋（←御幸橋）  

京都 fuji02820 

荒神橋（←太田橋）  

広島 fuji07524 

荒神川橋  兵庫 fuji11647 

荒神谷橋  高知 fuji25771 

荒神陸橋  広島 fuji18518 

荒神陸橋（愛宕跨線橋）  

広島 fuji18518 

荒瀬橋   愛媛 fuji47534 

荒瀬橋   岩手 fuji04950 

荒瀬橋   宮城 fuji26830 

荒瀬橋   佐賀 fuji34984 

荒瀬橋   山口 fuji46229 

荒瀬橋   鹿児 fuji19190 

荒瀬橋   秋田 fuji36090 

荒瀬橋   新潟 fuji50696 

荒瀬橋   大分 fuji12775 

荒瀬橋   長崎 fuji19627 

荒瀬橋   福岡 fuji20283 

荒瀬橋   北海 fuji31486 

荒川一号橋 福島 fuji26865 

荒川堰橋  秋田 fuji15776 

荒川橋   愛媛 fuji26432 

荒川橋   沖縄 fuji33982 

荒川橋   岐阜 fuji18362 

荒川橋   香川 fuji18227 

荒川橋   埼玉 fuji04468 

荒川橋   山梨 fuji06932 

荒川橋   滋賀 fuji32685 

荒川橋   鹿児 fuji16846 

荒川橋   新潟 fuji01869 

荒川橋   神奈 fuji15279 

荒川橋   青森 fuji03202 

荒川橋   石川 fuji29227 

荒川橋   東京 fuji04362 

荒川橋   栃木 fuji05160 

荒川橋   富山 fuji06139 

荒川橋   福島 fuji23935 

荒川橋（←戸田川橋）  

埼玉 fuji07247 

荒川橋（安良川橋）  

山梨 fuji02345 

荒川橋（線増） 東京 fuji46630 

荒川橋（旅客線） 

 埼玉 fuji48090 

荒川水管橋 青森 fuji50896 

荒川西高架橋橋 

 東京 fuji51640 

荒川大橋  新潟 fuji09761 

荒川大橋  栃木 fuji26773 

荒川大橋（村岡橋）  

埼玉 fuji04126 

荒川中川橋 東京 fuji52368 

荒川東高架橋 東京 fuji53292 

荒川導水路逆サイホン橋  

埼玉 fuji46029 

荒川内橋  鹿児 fuji19893 

荒川内第二橋 鹿児 fuji21824 

荒川放水路橋 東京 fuji15688 

荒倉橋   岐阜 fuji37440 

荒倉谷橋  京都 fuji11554 

荒沢橋   岩手 fuji37080 

荒沢橋   山形 fuji08149 

荒沢橋   栃木 fuji11505 

荒沢川橋  宮城 fuji28450 

荒沢川橋  秋田 fuji51232 

荒谷一橋  三重 fuji38595 

荒谷橋   宮崎 fuji22798 

荒谷橋   山形 fuji07546 

荒谷大橋  岩手 fuji26242 

荒谷二橋  三重 fuji36416 

荒池橋   大阪 fuji35561 

荒町橋   宮城 fuji02499 

荒町橋（→大泉橋）  

山形 fuji02528 

荒田下橋  長崎 fuji09211 

荒田橋   岐阜 fuji24827 

荒田橋   宮崎 fuji31467 

荒田橋   大分 fuji46015 

荒田橋   長崎 fuji10654 

荒田川橋  岐阜 fuji24033 

荒田川橋  鳥取 fuji16257 

荒砥橋（←下長井橋）  

山形 fuji05829 

荒砥川橋  群馬 fuji20007 

荒内橋   兵庫 fuji32387 

荒迫橋   鹿児 fuji05126 

荒板橋   群馬 fuji31420 

荒尾川橋  宮城 fuji13814 

荒布橋   東京 fuji02406 

荒武橋   宮崎 fuji53410 

荒堀川橋  滋賀 fuji05784 

荒俣橋   富山 fuji38141 

荒又橋   富山 fuji21391 

荒木橋   神奈 fuji36391 

荒木川橋  福岡 fuji06278 

荒野橋   広島 fuji47514 

荒雄橋   宮城 fuji24304 

荒雄川橋（鬼首）  

宮城 fuji31503 

行基橋   大阪 fuji47126 

行基橋   兵庫 fuji17039 

行幸橋   香川 fuji41964 

行幸橋   埼玉 fuji35266 

行幸橋   長崎 fuji06212 

行幸橋   奈良 fuji02673 

行幸橋   北海 fuji27583 

行幸橋（←御幸橋）  

熊本 fuji09457 

行幸橋（中川橋） 

 東京 fuji04536 

行合橋   千葉 fuji24907 

行合橋   福島 fuji21331 

行合川橋  神奈 fuji09566 

行合川橋  千葉 fuji21056 

行司橋   滋賀 fuji07909 

行司橋   大阪 fuji19574 

行事浦川橋 福岡 fuji14927 

行者橋   岡山 fuji44590 

行者橋（古川町橋）  

京都 fuji10703 

行者谷橋  大阪 fuji43882 

行人橋   長野 fuji01442 

行人沢橋  秋田 fuji51928 

行水下橋  島根 fuji39382 

行川橋   高知 fuji24187 

行沢橋   山形 fuji24519 

行谷野橋  佐賀 fuji53906 

行当橋   岡山 fuji11021 

行当橋   大阪 fuji53353 

行徳橋   千葉 fuji16454 

行馬橋   山形 fuji02914 

行方橋   埼玉 fuji35743 

行明橋   愛知 fuji45685 

行路谷橋    fuji26729 

講和水路橋 岐阜 fuji32434 

貢橋    岐阜 fuji23179 

貢川橋   山梨 fuji23075 

鉱山一号橋 北海 fuji43083 

鉱山橋   岐阜 fuji33221 

鉱山橋   北海 fuji42109 

鉱山三号橋 北海 fuji40692 

鉱盛橋   新潟 fuji07495 

降宿橋   東京 fuji30797 

降魔橋   埼玉 fuji26915 

降矢橋   山形 fuji30210 

降来橋   鹿児 fuji00161 

香（高）麗橋 高知 fuji27481 

香雲寺橋（→葛城橋）  

岡山 fuji22642 

香河橋   京都 fuji51827 

香我美橋  高知 fuji11983 

香橋    滋賀 fuji51824 

香芝高架橋 奈良 fuji52953 

香取橋   東京 fuji16458 

香取橋   北海 fuji36920 

香宗川橋  高知 fuji46496 

香西橋   香川 fuji34760 

香西跨線橋（郷東跨線橋）  

香川 fuji43663 

香西新橋  香川 fuji33262 

香椎跨線橋 福岡 fuji40880 

香田橋   佐賀 fuji33966 

香島橋   山梨 fuji21400 

香島橋   兵庫 fuji21448 

香東橋（郷東橋）  

香川 fuji06755 

香東川橋（郷東橋）  

香川 fuji25171 

香楠橋   佐賀 fuji35694 

香美橋   徳島 fuji33251 

香北橋   高知 fuji39703 

香嵐橋   愛知 fuji52285 

香蘭橋   大阪 fuji41093 

香里跨線橋 大阪 fuji42969 

香流橋   愛知 fuji00889 

香良洲橋  三重 fuji33844 

香良洲大橋 三重 fuji14297 

香林坊橋  石川 fuji12545 

香麗橋   高知 fuji43023 

香六橋   岐阜 fuji49115 

香六谷橋  岐阜 fuji53811 

高（香）麗橋 高知 fuji27481 

高ノ橋   東京 fuji03571 

高ノ口橋   鹿児 fuji16424 

高井橋   愛知 fuji37045 

高井橋   茨城 fuji49074 

高井橋   新潟 fuji36723 

高井橋   長野 fuji17673 

高井川橋  熊本 fuji03693 

高稲荷橋  東京 fuji39483 

高引谷橋  滋賀 fuji41738 

高羽川橋  兵庫 fuji44127 

高浦橋   徳島 fuji25405 

高運橋   大阪 fuji48561 

高映橋   北海 fuji40972 

高円寺高架橋 東京 fuji43453 

高円寺陸橋 東京 fuji43452 

高岡海道陸橋 高知 fuji17172 

高岡橋   三重 fuji01431 

高岡橋   鹿児 fuji15672 

高岡大橋  新潟 fuji03029 

高岡大橋（←雄神橋）  

富山 fuji29034 

高屋橋   岐阜 fuji15585 

高屋橋   香川 fuji45987 

高屋橋   鹿児 fuji39579 

高屋橋   長野 fuji25474 

高屋橋   福井 fuji24436 

高屋川橋  岐阜 fuji34441 

高屋川橋  京都 fuji11545 

高屋川橋  広島 fuji26670 



 ４５ 

高屋川橋  福岡 fuji07256 

高屋第一桟橋 山形 fuji50216 

高下橋   岡山 fuji46464 

高下谷橋  広島 fuji50780 

高家橋   岩手 fuji29165 

高河原橋  愛知 fuji51073 

高外輪架道橋 滋賀 fuji19704 

高垣橋   山口 fuji32267 

高角橋   島根 fuji06746 

高鎌橋   神奈 fuji48914 

高観寺橋  長崎 fuji20812 

高館橋   岩手 fuji21906 

高丸橋   愛媛 fuji38647 

高岩橋   高知 fuji20260 

高岩橋   滋賀 fuji07270 

高岩橋   秋田 fuji21736 

高岩橋   大分 fuji16116 

高岩橋   長崎 fuji24206 

高岩橋   長野 fuji06505 

高岩橋   北海 fuji47237 

高吉橋   福島 fuji30419 

高丘恵比寿橋 北海 fuji40464 

高丘昆沙門橋 北海 fuji40465 

高久架道橋 栃木 fuji44297 

高宮橋   滋賀 fuji00827 

高宮川橋  滋賀 fuji05790 

高宮第一架道橋  fuji42288 

高橋    愛知 fuji10089 

高橋    愛媛 fuji44150 

高橋    茨城 fuji35130 

高橋    岡山 fuji41766 

高橋    岩手 fuji31351 

高橋    岐阜 fuji08573 

高橋    宮城 fuji03523 

高橋    京都 fuji11636 

高橋    群馬 fuji23702 

高橋    広島 fuji38489 

高橋    香川 fuji01802 

高橋    高知 fuji18143 

高橋    佐賀 fuji26177 

高橋    三重 fuji03919 

高橋    滋賀 fuji06973 

高橋    神奈 fuji22619 

高橋    大阪 fuji00235 

高橋    大分 fuji01075 

高橋    長野 fuji06720 

高橋    島根 fuji38328 

高橋    徳島 fuji01299 

高橋    奈良 fuji10595 

高橋    富山 fuji24002 

高橋    福井 fuji50705 

高橋    福島 fuji13517 

高橋    兵庫 fuji27955 

高橋（→玉川橋）  

埼玉 fuji03143 

高橋（→御岳橋）  

東京 fuji07971 

高橋（→新高橋）  

東京 fuji07971 

高橋（→多嘉橋）  

山形 fuji03842 

高橋（←千曳橋）  

和歌 fuji15646 

高橋（太鼓橋） 和歌 fuji44763 

高橋橋   群馬 fuji31865 

高橋橋   栃木 fuji39610 

高橋橋   北海 fuji30468 

高橋尻橋  島根 fuji39376 

高橋川橋  山形 fuji14491 

高橋川橋  兵庫 fuji43913 

高橋川橋  和歌 fuji08691 

高橋沢橋  埼玉 fuji21996 

高橋沢橋  山形 fuji23384 

高橋谷橋  岐阜 fuji46193 

高窪橋   富山 fuji19488 

高熊橋   富山 fuji28936 

高隈橋   鹿児 fuji08243 

高月橋   山梨 fuji22669 

高見橋   岐阜 fuji20793 

高見橋   香川 fuji34093 

高見橋   鹿児 fuji14387 

高見橋   大阪 fuji49457 

高見橋   北海 fuji32765 

高原橋   熊本 fuji09214 

高原橋   香川 fuji50610 

高原橋   北海 fuji48611 

高原橋（←宝橋）  

岐阜 fuji27516 

高原川橋  岐阜 fuji48105 

高原大橋（→藤波橋）  

岐阜 fuji00496 

高原大橋（←藤橋）  

岐阜 fuji00496 

高戸谷刎橋 群馬 fuji00837 

高御所橋  静岡 fuji52924 

高校橋   北海 fuji35889 

高江橋   熊本 fuji50319 

高江橋(→新冠橋)  

北海 fuji08445 

高根橋   愛知 fuji51548 

高根橋   山口 fuji29539 

高根橋   新潟 fuji06715 

高根橋   北海 fuji45243 

高根高架橋 愛知 fuji51532 

高根川橋  北海 fuji12841 

高根沢橋  福島 fuji43794 

高砂橋   岡山 fuji01275 

高砂橋   宮城 fuji00281 

高砂橋   京都 fuji11098 

高砂橋   山形 fuji13936 

高砂橋   新潟 fuji05499 

高砂橋   大阪 fuji41282 

高砂橋   長崎 fuji12977 

高砂橋   長野 fuji03609 

高砂橋   東京 fuji23723 

高砂橋   北海 fuji30311 

高砂橋（←おらく橋）  

埼玉 fuji23504 

高砂橋（元） 東京 fuji01846 

高砂諏訪橋 東京 fuji41673 

高砂中学校前橋  

宮城 fuji31858 

高座橋   愛知 fuji11004 

高坂橋   埼玉 fuji15575 

高崎橋   福岡 fuji21496 

高崎橋（→弁天橋）  

徳島 fuji33953 

高崎桟道橋 福島 fuji14509 

高崎川橋  宮崎 fuji12945 

高崎線乗越橋 埼玉 fuji16210 

高崎第一陸橋 群馬 fuji47456 

高崎第五高架橋  

栃木 fuji51867 

高崎第四高架橋 

 栃木 fuji51866 

高崎第二高架橋 

 栃木 fuji51865 

高崎第二陸橋 群馬 fuji47457 

高山橋   愛知 fuji21417 

高山橋   岐阜 fuji01280 

高山橋   京都 fuji30967 

高山橋   滋賀 fuji50746 

高山橋   鹿児 fuji09462 

高山橋   新潟 fuji33897 

高山橋   神奈 fuji49270 

高山橋   福岡 fuji33964 

高山橋   北海 fuji31973 

高山橋（土岐津橋）  

岐阜 fuji23180 

高山川橋  愛媛 fuji19461 

高山田道陸橋 千葉 fuji12885 

高師橋   大阪 fuji12539 

高寺橋   富山 fuji24004 

高時川橋  滋賀 fuji10672 

高室川橋  山梨 fuji37561 

高柴避溢橋 京都 fuji02646 

高取橋   鹿児 fuji23884 

高取橋   栃木 fuji24317 

高取川橋  奈良 fuji21236 

高取谷水路橋 大分 fuji12777 

高諸川橋  広島 fuji37139 

高松橋   愛知 fuji46201 

高松橋   宮崎 fuji18370 

高松橋   京都 fuji16318 

高松橋   鹿児 fuji01559 

高松橋   秋田 fuji27391 

高松橋   東京 fuji32225 

高松橋（←運河第一橋）  

兵庫 fuji20738 

高松橋（←兵庫運河第一橋） 

 兵庫 fuji08622 

高松跨線橋 鹿児 fuji17651 

高松跨線橋 北海 fuji46271 

高松水道橋 鹿児 fuji17649 

高松川橋  鹿児 fuji16281 

高松第二水道橋  

鹿児 fuji17650 

高松電気鉄道跨線橋  

香川 fuji18012 

高城橋   宮崎 fuji14386 

高城橋   鹿児 fuji08050 

高城橋   長崎 fuji30058 

高城川橋  宮城 fuji05999 

高城川橋  鹿児 fuji16342 

高城陸橋  宮崎 fuji16831 

高森一橋  岩手 fuji34146 

高森橋   岩手 fuji35899 

高森橋   長野 fuji39935 

高森高架橋 神奈 fuji52848 

高森川橋  山口 fuji01777 

高神沢橋  静岡 fuji28462 

高須音波橋 大分 fuji12381 

高須橋   愛知 fuji53661 

高須橋   広島 fuji53696 

高須橋   香川 fuji18219 

高須川橋  鹿児 fuji29090 

高瀬（川）橋 長野 fuji00957 

高瀬（大）橋 熊本 fuji16297 

高瀬めがね橋 熊本 fuji01311 

高瀬堰橋    fuji13332 

高瀬橋   宮城 fuji03248 

高瀬橋   熊本 fuji02021 

高瀬橋   群馬 fuji06037 

高瀬橋   高知 fuji35612 

高瀬橋   山形 fuji02227 

高瀬橋   山口 fuji28536 

高瀬橋   青森 fuji09344 

高瀬橋   静岡 fuji36777 

高瀬橋   長野 fuji03312 

高瀬橋   徳島 fuji34747 

高瀬橋   和歌 fuji38939 

高瀬橋（孝子橋）  

大阪 fuji36274 

高瀬橋（上瀬橋）  

三重 fuji13479 

高瀬上橋  長野 fuji06045 

高瀬川橋  熊本 fuji06283 

高瀬川橋  香川 fuji38214 

高瀬川橋  山形 fuji15389 

高瀬川橋  秋田 fuji07342 

高瀬川橋  長野 fuji00688 

高瀬川橋  福島 fuji45255 

高瀬川大橋（←池田松川橋） 

 長野 fuji27752 

高瀬川避溢橋 兵庫 fuji02161 

高瀬大橋  石川 fuji49611 

高性地橋  茨城 fuji50540 

高成橋   福岡 fuji39119 

高清橋   徳島 fuji36633 

高清水橋  福島 fuji07084 

高盛橋   北海 fuji29926 

高石橋   徳島 fuji16064 

高石大橋  大阪 fuji48119 

高千穂（大）橋 宮崎 fuji35145 

高千穂橋  三重 fuji46653 

高千穂橋  和歌 fuji26310 

高千穂神橋 宮崎 fuji31825 

高川橋   愛媛 fuji27355 

高川橋   宮城 fuji02704 

高川橋   山梨 fuji24699 

高川橋   大阪 fuji43715 

高泉橋   福岡 fuji34206 

高善寺橋  富山 fuji19539 

高倉橋   宮城 fuji33642 

高倉橋   京都 fuji03069 

高倉橋   埼玉 fuji52457 

高倉跨線橋 京都 fuji13568 

高倉川橋  岡山 fuji20621 

高倉沢橋  長野 fuji11300 

高倉通橋  京都 fuji08710 

高倉本線橋   fuji45418 

高相橋   高知 fuji32275 

高蔵寺サイホン橋  

愛知 fuji40860 

高蔵寺橋  愛知 fuji11254 

高村橋   北海 fuji18268 

高台橋   山形 fuji13334 

高台橋   大阪 fuji18713 

高台橋   北海 fuji43391 

高台承水橋 埼玉 fuji21046 

高大地橋  広島 fuji52182 

高滝橋   富山 fuji16614 

高沢橋   埼玉 fuji11168 

高谷橋   鳥取 fuji47914 

高谷橋   東京 fuji46337 

高谷橋   兵庫 fuji42178 

高樽橋   高知 fuji50803 

高知橋   高知 fuji18026 

高智橋   愛媛 fuji40652 

高長橋   秋田 fuji40167 

高津橋   茨城 fuji24872 

高津橋   香川 fuji48590 

高津橋   大阪 fuji12540 

高津橋   奈良 fuji37055 

高津橋   和歌 fuji41929 

高津原橋  鹿児 fuji23452 

高津原橋  大阪 fuji11442 

高津戸橋  群馬 fuji04463 

高津川橋  島根 fuji17964 

高津大橋  島根 fuji49617 

高津避溢橋 島根 fuji17965 

高塚橋   大分 fuji03666 

高塚橋   福井 fuji07858 

高槻橋   鹿児 fuji05429 

高槻橋   大阪 fuji30190 

高辻橋   京都 fuji09318 

高鉄橋（第四寒狭川橋）  

愛知 fuji23776 
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高伝寺太鼓橋 佐賀 fuji09016 

高殿橋   岡山 fuji40627 

高田仮橋  宮城 fuji02720 

高田橋   沖縄 fuji35641 

高田橋   岐阜 fuji11079 

高田橋   宮崎 fuji40673 

高田橋   宮城 fuji03791 

高田橋   京都 fuji17319 

高田橋   香川 fuji09178 

高田橋   鹿児 fuji24213 

高田橋   新潟 fuji39157 

高田橋   神奈 fuji17535 

高田橋   静岡 fuji42748 

高田橋   富山 fuji28253 

高田橋   福井 fuji28853 

高田橋   福岡 fuji29341 

高田橋   北海 fuji36701 

高田橋（→神橋）  

岡山 fuji29136 

高田橋（上橋） 岡山 fuji00372 

高田橋（常橋） 福島 fuji09088 

高田橋橋  滋賀 fuji25385 

高田高架橋 奈良 fuji39097 

高田砂川橋 滋賀 fuji40261 

高田川橋  岡山 fuji06337 

高田川橋  奈良 fuji21229 

高田川橋  福井 fuji28854 

高田大橋  鹿児 fuji22592 

高渡橋   群馬 fuji24320 

高島橋   岐阜 fuji13152 

高島橋   熊本 fuji04249 

高島橋   佐賀 fuji08719 

高島橋   神奈 fuji10332 

高島橋   福岡 fuji31569 

高島橋   北海 fuji36162 

高島橋   和歌 fuji16482 

高島町橋（新橋起点 16 まいる

64 ちえん） 神奈 fuji03154 

高島町橋（新橋起点 16まいる 

32 ちえん） 神奈 fuji02643 

高島町橋（新橋起点 17まいる 

4 ちえん）  神奈 fuji02898 

高嶋橋   兵庫 fuji47906 

高嶋橋   和歌 fuji46735 

高徳線跨線橋 香川 fuji19448 

高鍋大橋  宮崎 fuji47009 

高萩橋   山梨 fuji31353 

高萩陸橋  茨城 fuji39913 

高幡橋   東京 fuji09364 

高畑橋   京都 fuji10826 

高畑高架橋 東京 fuji53294 

高畠跨線橋 山形 fuji42143 

高飯橋   神奈 fuji09757 

高樋橋   岐阜 fuji49300 

高樋橋   高知 fuji47542 

高尾橋   岐阜 fuji20751 

高尾橋   京都 fuji19144 

高尾橋   埼玉 fuji42889 

高尾橋   静岡 fuji05879 

高尾橋   大分 fuji15665 

高尾橋   東京 fuji16079 

高尾跨線橋 静岡 fuji23772 

高尾跨線橋 北海 fuji47027 

高尾瀬橋（←田川瀬橋）  

広島 fuji36621 

高尾第一橋 東京 fuji51260 

高尾第五架道橋  

東京 fuji50942 

高尾第二高架橋  

東京 fuji50941 

高尾野川橋 鹿児 fuji16838 

高浜橋   愛知 fuji37120 

高浜橋   岡山 fuji46986 

高浜橋   鹿児 fuji07662 

高浜橋   島根 fuji15604 

高浜橋   東京 fuji20682 

高浜橋（→上高浜橋）  

大阪 fuji02358 

高浜橋（→上高浜大橋）  

大阪 fuji14693 

高富士橋  東京 fuji49266 

高府橋   長野 fuji24542 

高部橋   茨城 fuji44296 

高淵橋   岐阜 fuji32369 

高平橋   埼玉 fuji20679 

高平橋   兵庫 fuji41747 

高弁橋（芫迫橋）  

鹿児 fuji13768 

高甫橋   長野 fuji40242 

高峰橋   奈良 fuji46734 

高堀橋   宮城 fuji02695 

高名橋   神奈 fuji38415 

高茂橋   広島 fuji26423 

高木橋   岐阜 fuji40570 

高木橋   宮崎 fuji47395 

高木橋   京都 fuji52000 

高木橋   佐賀 fuji15889 

高木橋   福井 fuji25687 

高木橋   兵庫 fuji24809 

高木橋   北海 fuji50850 

高木尻橋  島根 fuji40418 

高木谷沢橋 福島 fuji14498 

高木用水橋 静岡 fuji05743 

高野可動橋 京都 fuji30879 

高野橋   岐阜 fuji52129 

高野橋   宮崎 fuji43967 

高野橋   京都 fuji23644 

高野橋   広島 fuji28210 

高野橋   香川 fuji17582 

高野橋   山形 fuji30569 

高野橋   新潟 fuji05513 

高野橋   青森 fuji33863 

高野橋   大分 fuji15015 

高野橋   長崎 fuji53530 

高野橋   東京 fuji52099 

高野橋   富山 fuji18787 

高野小橋  大阪 fuji34443 

高野尻橋  島根 fuji28735 

高野水路橋 宮崎 fuji24572 

高野川橋  京都 fuji17942 

高野川跨線橋 島根 fuji13919 

高野大橋（←植田橋）  

大阪 fuji02012 

高野沢橋  静岡 fuji33743 

高野電気鉄道陸橋  

大阪 fuji20173 

高野浜橋  山形 fuji13834 

高柳橋   愛媛 fuji02188 

高柳橋   香川 fuji28225 

高柳橋   佐賀 fuji14973 

高柳橋   福島 fuji23125 

高柳川橋  鹿児 fuji16840 

高雄橋   兵庫 fuji16629 

高雄大橋  和歌 fuji47911 

高与橋   愛知 fuji14905 

高陽橋   新潟 fuji33038 

高来橋   富山 fuji23167 

高落橋   秋田 fuji42697 

高梨橋   長野 fuji39504 

高留橋   東京 fuji38405 

高梁橋   奈良 fuji36877 

高梁川橋  岡山 fuji15832 

高良橋   香川 fuji43016 

高良橋   鹿児 fuji36967 

高良川橋  福岡 fuji14563 

高林橋   大分 fuji03663 

高輪橋（新橋起点 2まいる 

29 ちえん） 東京 fuji02639 

高輪橋（新橋起点 2まいる 

80 ちえん） 東京 fuji02640 

高嶺大橋  岐阜 fuji50909 

高麗橋   群馬 fuji45497 

高麗橋   鹿児 fuji01294 

高麗橋   大阪 fuji00170 

高麗橋   福島 fuji25920 

高麗橋（←第二橋）  

長崎 fuji00303 

高麗橋（横手の吊り橋） 

 埼玉 fuji08952 

高麗川橋  埼玉 fuji24674 

高麗川大橋 埼玉 fuji13639 

高六橋   福岡 fuji23288 

高襄橋   福島 fuji26252 

高銕橋   大阪 fuji20163 

鴻ノ巣橋   福岡 fuji23445 

鴻益橋   静岡 fuji12294 

鴻沼橋   埼玉 fuji52837 

鴻善橋   大阪 fuji32699 

鴻巣橋   福岡 fuji15557 

鴻島橋   新潟 fuji10736 

合ケ迫橋  大分 fuji14267 

合ノ川橋   群馬 fuji38116 

合の川橋  埼玉 fuji37968 

合の本橋  山口 fuji32975 

合引橋（三吉橋）  

東京 fuji21072 

合羽橋   東京 fuji18768 

合貝跨線橋 秋田 fuji46910 

合戸第一橋 福島 fuji50225 

合戸第二橋 福島 fuji50226 

合山橋   兵庫 fuji46416 

合志川橋  熊本 fuji08608 

合志第一橋 熊本 fuji07071 

合志第二橋 熊本 fuji07072 

合所宮橋  大分 fuji50823 

合瀬橋   愛媛 fuji30857 

合瀬橋   佐賀 fuji47973 

合川橋   秋田 fuji41630 

合川橋   福岡 fuji29715 

合川橋   福島 fuji37396 

合体橋   宮城 fuji42846 

合沢橋   長野 fuji12146 

合谷橋   大分 fuji53919 

合津橋   熊本 fuji49001 

合田（川）橋 長野 fuji11814 

合田橋   大分 fuji30870 

合田橋   富山 fuji13650 

合田橋   北海 fuji53563 

合道沢橋  宮城 fuji34408 

合分橋   北海 fuji14868 

合保橋   岐阜 fuji36514 

合流橋   愛知 fuji39366 

合流橋   北海 fuji43351 

合礙川橋  千葉 fuji14791 

壕梁橋   大分 fuji03365 

豪渓橋   岡山 fuji23255 

豪溪泰橋  岡山 fuji36141 

轟の橋（浅野川大橋）  

石川 fuji00140 

轟架道橋  青森 fuji53586 

轟橋    愛媛 fuji27098 

轟橋    岩手 fuji51609 

轟橋    宮城 fuji02959 

轟橋    広島 fuji13231 

轟橋    香川 fuji39282 

轟橋    鹿児 fuji01538 

轟橋    静岡 fuji01407 

轟橋    千葉 fuji01844 

轟橋    大分 fuji25584 

轟橋    長崎 fuji39291 

轟橋    富山 fuji23164 

轟橋    北海 fuji36083 

轟橋（今村・下の石橋）  

熊本 fuji13248 

轟橋（左目木橋） 

 宮崎 fuji01420 

轟崎橋   高知 fuji29791 

轟木橋   宮崎 fuji30587 

轟木橋   青森 fuji38838 

轟木橋   大分 fuji20815 

轟木跨道橋 青森 fuji51605 

轟木川橋  佐賀 fuji25786 

告川橋   熊本 fuji10958 

国安橋   静岡 fuji02670 

国安川橋  静岡 fuji02246 

国界橋   愛知 fuji28069 

国界橋   山梨 fuji05257 

国界橋   長野 fuji28334 

国間橋   佐賀 fuji24200 

国吉橋   岡山 fuji20409 

国久橋   宮城 fuji51780 

国境橋   大分 fuji27135 

国境橋   長野 fuji04996 

国境橋（宮川橋）  

富山 fuji20774 

国境橋（境川橋）  

岐阜 fuji02137 

国境橋（新） 富山 fuji48373 

国見橋   高知 fuji49400 

国見橋   北海 fuji14272 

国光橋   兵庫 fuji49336 

国香道第一架道橋  

兵庫 fuji27685 

国香道第二架道橋  

兵庫 fuji27686 

国根布橋  北海 fuji40950 

国際ゴルフ橋 神奈 fuji43592 

国崎橋   大分 fuji03664 

国司橋（山久世橋）  

岡山 fuji42768 

国次橋   大阪 fuji43109 

国守橋   大分 fuji03674 

国場橋（明治橋） 

 沖縄 fuji33711 

国条橋   富山 fuji08175 

国清橋   広島 fuji37471 

国銭場橋  香川 fuji18240 

国仲橋   沖縄 fuji13609 

国丁橋   熊本 fuji04429 

国長橋（←稲荷橋）  

岐阜 fuji40397 

国津橋   大阪 fuji00534 

国鉄貨物線跨線橋  

大阪 fuji38746 

国鉄線高架橋 栃木 fuji22898 

国鉄総武線本所～横網町間 

高架   東京 fuji09909 

国鉄中央線万世橋～飯田橋 

間高架橋 東京 fuji09910 

国鉄日光線横断高架橋  

栃木 fuji21025 

国鉄日光線二線鉄道橋  

栃木 fuji21034 

国田橋   北海 fuji31834 

国東橋   大分 fuji35851 

国東橋   富山 fuji10334 

国道１５号線橋  

神奈 fuji22474 
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国道１６３号架道橋  

大阪 fuji24755 

国道１号線橋 滋賀 fuji43863 

国道架道橋 福岡 fuji51019 

国道橋   北海 fuji30504 

国道第一橋 徳島 fuji26682 

国道第二橋 徳島 fuji26686 

国道分岐東橋 京都 fuji43877 

国富橋   北海 fuji48858 

国富橋（←富士見橋）  

静岡 fuji10497 

国府宮跨線橋 愛知 fuji15057 

国府橋   佐賀 fuji24201 

国府橋   鳥取 fuji46215 

国府跨道橋 神奈 fuji48904 

国府津橋（下り）  

神奈 fuji50998 

国府津高架（下り）  

神奈 fuji51642 

国分橋   大分 fuji38081 

国分橋（→国豊橋）  

大阪 fuji00460 

国分寺陸橋 東京 fuji05622 

国分川橋  高知 fuji18025 

国分町高架橋  

大阪 fuji24352 

国峰橋   香川 fuji49385 

国豊橋（←国分橋）  

大阪 fuji00460 

国名橋（宝橋） 北海 fuji16976 

国友橋   滋賀 fuji07193 

国領橋   愛媛 fuji15612 

国領橋   北海 fuji48275 

国領川橋  愛媛 fuji51692 

国領大橋  愛媛 fuji12310 

国條橋   富山 fuji32357 

鵠橋    徳島 fuji29983 

鵠沼橋   神奈 fuji23992 

黒ケ谷橋  愛媛 fuji31156 

黒ケ迫橋  鹿児 fuji22442 

黒井橋   宮崎 fuji14646 

黒井橋   山形 fuji19496 

黒磯跨線橋 栃木 fuji43570 

黒河川橋  福井 fuji14611 

黒荷田橋  宮崎 fuji47556 

黒葛原橋  鹿児 fuji18169 

黒岩その２橋 神奈 fuji42035 

黒岩橋   愛媛 fuji09280 

黒岩橋   宮崎 fuji40676 

黒岩橋   群馬 fuji39203 

黒岩橋   香川 fuji43015 

黒岩橋   高知 fuji13694 

黒岩橋   神奈 fuji41970 

黒岩橋   長崎 fuji53532 

黒岩橋   徳島 fuji31945 

黒岩橋   福岡 fuji06587 

黒岩橋   福島 fuji30013 

黒岩橋   兵庫 fuji31109 

黒岩橋   北海 fuji39594 

黒岩跨線橋 北海 fuji47015 

黒岩川橋  香川 fuji13077 

黒岩谷橋  佐賀 fuji16940 

黒亀橋   東京 fuji08820 

黒橋    京都 fuji33235 

黒橋    滋賀 fuji27928 

黒橋    鹿児 fuji4798 

黒橋    福島 fuji08736 

黒橋    北海 fuji38258 

黒橋（飯田橋） 長野 fuji06943 

黒橋橋   熊本 fuji08391 

黒金橋   新潟 fuji43828 

黒金橋   大阪 fuji26571 

黒坑橋   三重 fuji24347 

黒江橋   東京 fuji02772 

黒坂橋   鳥取 fuji04587 

黒坂石川橋 群馬 fuji12013 

黒崎橋   近畿 fuji48633 

黒崎橋   福岡 fuji31462 

黒崎川橋  青森 fuji49933 

黒崎谷橋  和歌 fuji49338 

黒崎町架道橋 大阪 fuji24069 

黒崎町高架橋 大阪 fuji24365 

黒山橋   滋賀 fuji32836 

黒子橋   茨城 fuji20309 

黒助橋   福島 fuji13509 

黒沼田橋  東京 fuji11060 

黒須野橋  福島 fuji33187 

黒瀬橋   愛知 fuji50583 

黒瀬橋   愛媛 fuji31815 

黒瀬橋   秋田 fuji19669 

黒瀬橋   静岡 fuji03616 

黒瀬橋   石川 fuji39040 

黒瀬橋   大分 fuji42652 

黒瀬橋   富山 fuji22292 

黒瀬川橋  愛媛 fuji16417 

黒石橋   群馬 fuji22259 

黒石橋   静岡 fuji11824 

黒石橋   徳島 fuji17056 

黒石橋   福岡 fuji52023 

黒石橋   北海 fuji33720 

黒石元町ノ橋 青森 fuji03497 

黒石川橋  高知 fuji25780 

黒川橋   愛知 fuji24257 

黒川橋   岐阜 fuji45337 

黒川橋   熊本 fuji00873 

黒川橋   香川 fuji37043 

黒川橋   高知 fuji24181 

黒川橋   山形 fuji10784 

黒川橋   山口 fuji27340 

黒川橋   滋賀 fuji26071 

黒川橋   秋田 fuji17258 

黒川橋   新潟 fuji03026 

黒川橋   長野 fuji02803 

黒川橋   鳥取 fuji28204 

黒川橋   東京 fuji08465 

黒川橋   徳島 fuji32717 

黒川橋   栃木 fuji05159 

黒川橋   富山 fuji27887 

黒川橋   福島 fuji23123 

黒川橋（大繕橋）  

広島 fuji32263 

黒川高架橋 福岡 fuji38045 

黒川第一避溢橋 

 栃木 fuji22889 

黒川第二避溢橋  

栃木 fuji22891 

黒川滝下橋 群馬 fuji37325 

黒川渡橋  長野 fuji05442 

黒染橋   京都 fuji45420 

黒船橋   東京 fuji02117 

黒代橋   愛媛 fuji36032 

黒滝橋   愛媛 fuji41781 

黒滝橋   高知 fuji50801 

黒滝橋   奈良 fuji22372 

黒沢橋   岩手 fuji33836 

黒沢橋   岐阜 fuji24982 

黒沢橋   山形 fuji02229 

黒沢橋   長野 fuji14903 

黒沢橋   東京 fuji22274 

黒沢橋   徳島 fuji36444 

黒沢橋   福島 fuji17002 

黒沢橋（南原橋）  

長野 fuji04464 

黒沢川橋  岩手 fuji15749 

黒谷橋   愛知 fuji52315 

黒谷橋   岡山 fuji23259 

黒谷橋   岐阜 fuji37999 

黒谷橋   石川 fuji26465 

黒谷橋   徳島 fuji35595 

黒谷橋   富山 fuji34338 

黒谷橋   和歌 fuji36123 

黒谷川橋  埼玉 fuji13372 

黒茶尻橋  京都 fuji14847 

黒鳥橋   岡山 fuji21467 

黒鳥橋   鹿児 fuji26189 

黒津橋   岐阜 fuji50574 

黒津橋   滋賀 fuji09783 

黒鉄橋（下瀧鉄橋）  

栃木 fuji12801 

黒田橋   岐阜 fuji27900 

黒田橋   三重 fuji05033 

黒田橋   長野 fuji37710 

黒田原中学校架道橋  

栃木 fuji46140 

黒田尻川橋 岡山 fuji17972 

黒田川橋  大阪 fuji31808 

黒田大橋  三重 fuji52153 

黒島橋   和歌 fuji48406 

黒髪山橋  奈良 fuji48405 

黒尾橋   福岡 fuji15878 

黒尾谷橋  岡山 fuji17983 

黒百合川橋 北海 fuji28436 

黒部橋   栃木 fuji33701 

黒部橋（→桜井橋） 

 富山 fuji04653 

黒部橋（桜枝橋） 

 富山 fuji05118 

黒部橋（山彦橋）  

富山 fuji18420 

黒部小橋  富山 fuji39033 

黒部川橋  香川 fuji16559 

黒部川橋  千葉 fuji22925 

黒部川橋  富山 fuji11539 

黒部大橋  千葉 fuji38404 

黒部大橋（←桜井橋）  

富山 fuji28248 

黒部大橋（桜枝橋）  

富山 fuji05118 

黒淵橋   香川 fuji27094 

黒牧橋   富山 fuji31028 

黒木橋   佐賀 fuji16941 

黒木橋   三重 fuji29259 

黒木谷橋  徳島 fuji30452 

黒目橋   福岡 fuji21648 

黒門橋   大阪 fuji00603 

黒門町架道橋 大阪 fuji23804 

黒門町橋高架橋  

東京 fuji17706 

黒野橋   京都 fuji10095 

黒野田橋  山梨 fuji26958 

黒儘橋   神奈 fuji08828 

黒渕橋   熊本 fuji52977 

腰越橋   長野 fuji29535 

腰巻橋（古牧橋）  

長野 fuji02608 

腰巻船橋  長野 fuji09837 

腰前橋   新潟 fuji19770 

骨立谷川橋 岐阜 fuji07310 

込縄橋   東京 fuji24911 

込之上橋  奈良 fuji15640 

込野橋   徳島 fuji44767 

込路橋   長野 fuji10570 

此の間橋  神奈 fuji31533 

此の木橋  山形 fuji27811 

此花高架橋 大阪 fuji52003 

此華橋   千葉 fuji25981 

此平橋   富山 fuji26952 

此木架道橋 石川 fuji26615 

此木橋   山形 fuji09350 

頃々川橋  青森 fuji01929 

頃川内橋  徳島 fuji39544 

頃末橋   福岡 fuji39886 

今伊勢橋  愛知 fuji31192 

今井橋   岡山 fuji15251 

今井橋   岐阜 fuji06729 

今井橋   群馬 fuji38399 

今井橋   広島 fuji31562 

今井橋   新潟 fuji02126 

今井橋   神奈 fuji42243 

今井橋   大分 fuji16583 

今井橋   東京 fuji12675 

今井橋   徳島 fuji32448 

今井橋   兵庫 fuji15639 

今井田橋  和歌 fuji31711 

今井渡橋  福岡 fuji18315 

今浦橋   静岡 fuji45366 

今浦川橋  静岡 fuji05734 

今浦川橋  島根 fuji14814 

今岡橋   岡山 fuji01404 

今屋敷橋  熊本 fuji01317 

今丸橋   徳島 fuji43005 

今宮橋   長崎 fuji27207 

今宮里道橋 大阪 fuji12079 

今橋    愛知 fuji00059 

今橋    岡山 fuji01274 

今橋    香川 fuji25169 

今橋    大阪 fuji00596 

今橋    大分 fuji00700 

今橋    福井 fuji00261 

今橋川橋  香川 fuji12941 

今金橋   北海 fuji40902 

今窪橋   愛媛 fuji16066 

今熊野跨線橋 京都 fuji19403 

今見橋     fuji34916 

今古賀第二橋 福岡 fuji50066 

今戸橋   東京 fuji03873 

今江大橋  石川 fuji38426 

今在家橋  鳥取 fuji13063 

今山橋   長崎 fuji30116 

今市橋   宮城 fuji03828 

今市橋   大阪 fuji43105 

今市橋   兵庫 fuji31107 

今市橋（→大谷橋）  

栃木 fuji07146 

今市県道架道橋  

栃木 fuji45262 

今市跨線橋 島根 fuji46454 

今市若松県道橋  

栃木 fuji21032 

今市第一陸橋 栃木 fuji21026 

今市第五陸橋 栃木 fuji21033 

今市第三陸橋 栃木 fuji21030 

今市第四陸橋 栃木 fuji21031 

今市第二陸橋 栃木 fuji21027 

今枝川橋  福岡 fuji07288 

今重橋   佐賀 fuji44644 

今宿橋   群馬 fuji04475 

今宿橋   佐賀 fuji18908 

今宿橋   山形 fuji22233 

今宿橋   神奈 fuji23731 

今宿水管橋 神奈 fuji22963 

今出橋   福岡 fuji53900 

今出川橋  佐賀 fuji03653 

今尻橋（→中央橋）  

岐阜 fuji20493 

今瀬橋   山口 fuji42773 

今西橋   鹿児 fuji21659 

今西橋   鳥取 fuji46443 



 ４８ 

今西橋   和歌 fuji35220 

今西川橋  鹿児 fuji23054 

今切川橋  徳島 fuji26676 

今川橋   佐賀 fuji46502 

今川橋   埼玉 fuji23392 

今川橋   山梨 fuji14620 

今川橋   新潟 fuji17300 

今川橋   大阪 fuji29272 

今川橋   東京 fuji00479 

今川橋   富山 fuji28257 

今川橋   福岡 fuji05581 

今川橋   北海 fuji52737 

今川渡橋  福岡 fuji30821 

今泉橋   秋田 fuji43146 

今泉橋   新潟 fuji06487 

今泉橋   青森 fuji28921 

今泉橋   栃木 fuji37202 

今泉橋   福島 fuji38111 

今泉川橋  岩手 fuji00392 

今泉川橋  新潟 fuji13381 

今泉大橋  福島 fuji38278 

今荘橋   滋賀 fuji07192 

今村・下の石橋（轟橋）  

熊本 fuji13248 

今村・上の石橋（芦刈橋）  

熊本 fuji13493 

今村の石橋 熊本 fuji01762 

今村橋   愛知 fuji25346 

今村橋   滋賀 fuji42431 

今村橋   長野 fuji23173 

今村跨線橋 熊本 fuji53401 

今村谷橋  宮崎 fuji35967 

今太橋（→関川橋）  

新潟 fuji09122 

今谷橋   島根 fuji37350 

今池橋（←関川橋）  

新潟 fuji26937 

今朝丸橋  福岡 fuji29713 

今朝平橋  愛知 fuji32465 

今町橋   宮崎 fuji08960 

今町橋   熊本 fuji13465 

今町大橋（大橋）  

新潟 fuji40809 

今津屋橋  岡山 fuji00834 

今津橋   広島 fuji29317 

今津橋   滋賀 fuji23781 

今津橋   青森 fuji12651 

今津橋   千葉 fuji47076 

今津橋   大阪 fuji39807 

今津橋   福岡 fuji30293 

今津橋   和歌 fuji35098 

今津跨線橋 京都 fuji41090 

今津高架橋 兵庫 fuji44975 

今津川橋  山口 fuji07715 

今津川橋  兵庫 fuji03441 

今津大橋  大分 fuji53406 

今津大橋  福岡 fuji41300 

今田橋   広島 fuji30851 

今度渡橋  秋田 fuji05479 

今堂橋   大阪 fuji07319 

今道橋   宮城 fuji03246 

今任橋   福岡 fuji45808 

今之浦川橋 静岡 fuji05741 

今馬橋   愛知 fuji17442 

今迫橋   宮崎 fuji32288 

今尾橋   岐阜 fuji28992 

今浜橋   滋賀 fuji26068 

今富架道橋 京都 fuji18642 

今福折尾瀬川橋  

長崎 fuji08042 

今福大橋  大阪 fuji27576 

今福中橋  大阪 fuji27575 

今福北橋  大阪 fuji34517 

今平橋   宮崎 fuji36755 

今別川   青森 fuji10022 

今別府橋  鹿児 fuji16125 

今保橋   岡山 fuji35941 

今木橋   富山 fuji47679 

今様橋   北海 fuji34650 

今里跨線橋 群馬 fuji50673 

今里高架橋 神奈 fuji51740 

今里大橋  大阪 fuji37033 

今里中川橋 大阪 fuji40124 

今六橋   大阪 fuji33935 

昆沙門橋  岩手 fuji41348 

昆沙門橋  兵庫 fuji28694 

昆布橋   北海 fuji09024 

昆布川橋  北海 fuji38059 

昆陽野橋  大阪 fuji28286 

昆陽里高架橋 兵庫 fuji53166 

根ケ原橋  東京 fuji40517 

根井橋   青森 fuji02474 

根岸橋   群馬 fuji22909 

根岸橋   神奈 fuji08173 

根岸橋（宮沢橋）  

宮城 fuji31281 

根岸橋（七穂橋）  

新潟 fuji31535 

根岸橋（土穂橋）  

新潟 fuji47095 

根岸二号橋 福島 fuji29178 

根金小橋  埼玉 fuji25969 

根元橋   群馬 fuji12668 

根古屋橋  埼玉 fuji04472 

根古屋橋  静岡 fuji52361 

根古屋橋  福島 fuji48657 

根古屋高架橋 神奈 fuji52857 

根古橋   群馬 fuji51788 

根古橋   山梨 fuji41069 

根古名川橋 千葉 fuji26752 

根固屋橋  茨城 fuji50537 

根固屋橋  静岡 fuji44920 

根々井橋  長野 fuji12266 

根崎橋   宮城 fuji04100 

根子川橋  山形 fuji38888 

根志越橋  北海 fuji42074 

根室別橋  北海 fuji03490 

根小屋橋  新潟 fuji12736 

根小屋川橋 福島 fuji23698 

根川橋   東京 fuji08464 

根知橋   新潟 fuji05859 

根知川橋  新潟 fuji26612 

根津橋   山梨 fuji16727 

根田橋   茨城 fuji37549 

根別川橋  岩手 fuji16171 

根方橋   東京 fuji33195 

根本橋   岐阜 fuji53082 

根本橋   千葉 fuji17876 

根本川橋  千葉 fuji22924 

根木の橋  徳島 fuji53886 

根木架道橋 石川 fuji23749 

根木橋   兵庫 fuji15697 

紺屋橋   群馬 fuji18751 

紺屋橋   佐賀 fuji24204 

紺屋橋   石川 fuji38296 

紺屋橋   東京 fuji01959 

紺屋橋   和歌 fuji03638 

紺屋川橋  福井 fuji35753 

紺屋谷橋  徳島 fuji48584 

紺屋町川橋 岡山 fuji19438 

紺野橋   北海 fuji52035 

艮橋    岡山 fuji11865 

 

… サ … 

 

佐ノ国橋   高知 fuji31175 

佐阿天橋  沖縄 fuji01066 

佐井橋   和歌 fuji35990 

佐井川橋  福岡 fuji07678 

佐岡橋   高知 fuji28032 

佐下部橋  栃木 fuji39476 

佐賀橋   群馬 fuji23135 

佐賀橋   高知 fuji39113 

佐賀恵橋  山形 fuji27394 

佐賀江大橋 佐賀 fuji49408 

佐賀利橋  宮崎 fuji12952 

佐賀里橋  長崎 fuji03658 

佐開橋   福井 fuji07954 

佐貫街道跨線橋  

千葉 fuji14035 

佐貫橋   鳥取 fuji36961 

佐貫川橋  千葉 fuji13848 

佐喜浜橋  高知 fuji21491 

佐久越橋  北海 fuji48210 

佐久間架道橋 静岡 fuji35361 

佐久間架道橋 福島 fuji46121 

佐久間河岸橋高架橋  

東京 fuji18181 

佐久間橋  東京 fuji09006 

佐久間橋  北海 fuji38550 

佐久間橋  和歌 fuji04202 

佐久間川橋 千葉 fuji14789 

佐久間川橋 福島 fuji32632 

佐久橋   長野 fuji16508 

佐久橋   北海 fuji17800 

佐久大橋  長野 fuji51063 

佐久田橋  沖縄 fuji34795 

佐久米高架橋 静岡 fuji52604 

佐久良橋  滋賀 fuji45762 

佐久良橋（さくら橋）  

埼玉 fuji39150 

佐久良川橋 滋賀 fuji08752 

佐見川橋  岐阜 fuji20594 

佐見野跨線橋 鹿児 fuji41124 

佐古橋   京都 fuji52167 

佐古橋   高知 fuji23276 

佐古橋   徳島 fuji01547 

佐古新橋  徳島 fuji32405 

佐古大橋  徳島 fuji33316 

佐香江橋  千葉 fuji40210 

佐々橋   長崎 fuji09815 

佐々川橋  長崎 fuji05340 

佐々尾橋  鹿児 fuji31338 

佐々並橋  山口 fuji30355 

佐々木橋  新潟 fuji38284 

佐々木橋  福岡 fuji32865 

佐々木橋  北海 fuji50623 

佐山陸橋  静岡 fuji27644 

佐治橋   鳥取 fuji05563 

佐主四号橋 北海 fuji50189 

佐主二号橋 北海 fuji48854 

佐主六号橋 北海 fuji50190 

佐沼大橋  宮城 fuji09071 

佐世川橋  島根 fuji14206 

佐世保橋（→海軍橋）  

長崎 fuji06213 

佐世保高架橋 長崎 fuji27176 

佐川橋   高知 fuji30736 

佐惣平橋  滋賀 fuji12159 

佐太橋   愛知 fuji17027 

佐太橋   島根 fuji00892 

佐太夫橋  宮城 fuji16987 

佐陀橋   鳥取 fuji04582 

佐代川橋  佐賀 fuji34383 

佐谷田跨線橋 埼玉 fuji24669 

佐津川橋  京都 fuji12049 

佐田橋   三重 fuji27002 

佐田橋   大分 fuji36467 

佐田高橋  奈良 fuji46431 

佐田川橋  福岡 fuji12325 

佐渡橋   岐阜 fuji32372 

佐渡橋   三重 fuji06175 

佐渡橋   山形 fuji31860 

佐渡橋   新潟 fuji40719 

佐渡橋   奈良 fuji06182 

佐渡川橋  山形 fuji16196 

佐土原橋  鹿児 fuji08051 

佐藤橋   大分 fuji49417 

佐藤落堀橋 埼玉 fuji08318 

佐奈橋   愛知 fuji46381 

佐奈川橋  愛知 fuji38454 

佐奈川橋  三重 fuji36414 

佐那具上ノ橋 三重 fuji17564 

佐那具新橋 三重 fuji13564 

佐内橋（←六郷橋）  

東京 fuji00150 

佐入橋   東京 fuji34684 

佐波新田用水橋  

群馬 fuji13903 

佐波川橋  山口 fuji41114 

佐波川大橋 山口 fuji06016 

佐伯橋   岡山 fuji26790 

佐伯橋   山梨 fuji19693 

佐伯大橋  大分 fuji35277 

佐畑橋   福井 fuji38432 

佐比川橋  京都 fuji00032 

佐布里橋  愛知 fuji47309 

佐敷川橋  熊本 fuji18051 

佐武橋   北海 fuji53562 

佐分利川橋 福井 fuji15926 

佐平沢橋  長野 fuji48780 

佐平沢二号橋 長野 fuji48781 

佐保橋   長崎 fuji14573 

佐保川橋  奈良 fuji16242 

佐方川橋  愛媛 fuji18018 

佐本橋   熊本 fuji19065 

佐摩橋   鳥取 fuji24811 

佐俣橋   熊本 fuji01076 

佐俣橋(宮田橋)  

群馬 fuji22675 

佐名島橋  京都 fuji27026 

佐鳴橋   静岡 fuji42750 

佐目子谷橋 滋賀 fuji51458 

佐野屋橋  大阪 fuji38806 

佐野屋橋  長崎 fuji00666 

佐野街道陸橋 静岡 fuji25718 

佐野橋   岩手 fuji26370 

佐野橋   群馬 fuji06464 

佐野橋   鹿児 fuji39312 

佐野橋   青森 fuji37381 

佐野橋   大分 fuji42465 

佐野橋   徳島 fuji43660 

佐野橋   福井 fuji44500 

佐野橋   福岡 fuji16334 

佐野橋   兵庫 fuji47902 

佐野橋   北海 fuji53461 

佐野原橋  宮城 fuji53589 

佐野川橋  山梨 fuji38437 

佐野川橋  静岡 fuji52577 

佐野川橋  栃木 fuji05767 

佐野大橋  兵庫 fuji32961 

佐野谷川橋 京都 fuji22996 

佐野谷川避溢橋  

京都 fuji22997 

佐野渡橋  奈良 fuji06180 

佐与橋   福岡 fuji28910 

佐用大橋  兵庫 fuji24102 

佐留太橋（→沙流川橋）  
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北海 fuji35176 

佐良土橋  栃木 fuji22879 

佐呂間大橋 北海 fuji15195 

佐呂別橋  北海 fuji48203 

佐怱平橋  滋賀 fuji50026 

嵯峨瀬橋  三重 fuji44538 

嵯峨草橋  茨城 fuji45126 

嵯峨谷橋  和歌 fuji07592 

左右山新橋 徳島 fuji41569 

左右手橋  神奈 fuji28621 

左右田橋  愛知 fuji28183 

左右田谷橋 徳島 fuji10762 

左衛門橋  東京 fuji02312 

左堰橋   青森 fuji07807 

左関沼橋  宮城 fuji51374 

左京川橋  長野 fuji26644 

左近橋   岐阜 fuji48536 

左専道大橋 大阪 fuji43639 

左足橋   宮城 fuji23098 

左沢一橋  岩手 fuji33476 

左沢橋   山形 fuji13828 

左鐙橋   島根 fuji22689 

左内橋（六郷橋）  

東京 fuji02120 

左入橋     fuji51269 

左保川橋  奈良 fuji48572 

左目木橋（轟橋）  

宮崎 fuji01420 

左門橋   大阪 fuji19262 

左門小橋  大阪 fuji45427 

左門殿川橋 大阪 fuji45428 

左門殿川橋 兵庫 fuji10274 

差海橋   島根 fuji45788 

差川橋   山口 fuji32710 

沙坂橋   宮城 fuji41049 

沙川橋   大分 fuji03398 

沙那渕橋  北海 fuji30317 

沙流橋   北海 fuji08446 

沙流川橋（←佐留太橋）  

北海 fuji35176 

沙留橋   北海 fuji02222 

沙留川橋  北海 fuji15724 

砂ケ原橋  栃木 fuji49451 

砂ケ原第二橋 栃木 fuji46547 

砂ケ森橋  高知 fuji39561 

砂岳跨線橋   fuji47186 

砂寒別橋  北海 fuji42213 

砂丘大橋  鳥取 fuji46440 

砂金川橋  北海 fuji15972 

砂原橋   山梨 fuji41857 

砂原橋   大阪 fuji23229 

砂原橋   島根 fuji14200 

砂原橋   福岡 fuji28907 

砂坂橋   新潟 fuji42905 

砂山橋   青森 fuji29451 

砂子橋   青森 fuji04048 

砂子橋   福島 fuji13536 

砂子橋（布引水路橋）  

兵庫 fuji08644 

砂子瀬橋  青森 fuji40782 

砂子沢橋  山形 fuji12865 

砂子沢橋  青森 fuji09339 

砂場橋   岡山 fuji24138 

砂場橋   東京 fuji03303 

砂川橋   岡山 fuji06312 

砂川橋   京都 fuji20369 

砂川橋   熊本 fuji22589 

砂川橋   群馬 fuji45914 

砂川橋   広島 fuji42448 

砂川橋   島根 fuji15308 

砂川橋   北海 fuji33061 

砂川上橋  香川 fuji10244 

砂倉橋   富山 fuji13748 

砂走橋   広島 fuji19713 

砂走川橋（菱形橋）  

滋賀 fuji40597 

砂蔵谷橋  富山 fuji23742 

砂沢橋   宮城 fuji03512 

砂町橋   東京 fuji48621 

砂町水門旋回橋  

東京 fuji44715 

砂津橋   福岡 fuji07796 

砂津川橋  福岡 fuji07647 

砂津陸橋  福岡 fuji44368 

砂塚橋   群馬 fuji39210 

砂田橋   宮城 fuji02687 

砂田橋   山口 fuji20415 

砂渡橋   広島 fuji16902 

砂土路橋  青森 fuji38839 

砂畑橋   栃木 fuji10437 

砂本郷跨線橋 埼玉 fuji51634 

砂蘭部橋  北海 fuji43734 

砂利山橋  北海 fuji07083 

砂留川橋  香川 fuji16956 

座架依橋  神奈 fuji39620 

座主橋（山下橋）  

宮城 fuji36836 

座主瀬橋  福岡 fuji27121 

座主川橋  岡山 fuji08029 

座禅川橋  神奈 fuji38134 

債の沢橋  宮城 fuji42528 

再巡橋（←胆沢川橋）  

岩手 fuji02477 

再勝橋   神奈 fuji44806 

最岩橋   北海 fuji47619 

最戸橋   神奈 fuji36257 

最上街道架道橋  

福島 fuji51940 

最上橋   山形 fuji04342 

最上橋   北海 fuji32764 

最上高架橋 京都 fuji50276 

最上川橋  山形 fuji15680 

最上白川橋 山形 fuji03542 

最内川橋  北海 fuji23673 

最二号橋（売買橋・南橋・ 

分監橋）  北海 fuji07745 

最明寺橋  東京 fuji08466 

最明寺川橋 兵庫 fuji11644 

最由橋   北海 fuji47617 

塞ノ神橋   岐阜 fuji40246 

妻ノ神橋   青森 fuji04737 

妻月橋   山口 fuji19716 

妻小橋   和歌 fuji17570 

妻沼橋   群馬 fuji04641 

妻沼大橋（→刀水橋）  

埼玉 fuji16450 

妻木橋 岐阜 fuji17099 

妻恋橋（→叶橋）  

北海 fuji25868 

彩雲橋   愛知 fuji20776 

彩雲橋   北海 fuji46764 

彩花橋   山口 fuji00828 

才ケ瀬橋  山口 fuji41772 

才のの橋  徳島 fuji36631 

才の神橋  岩手 fuji42519 

才戸橋   神奈 fuji16466 

才崎橋   兵庫 fuji28702 

才倉橋   大分 fuji16110 

才田橋   秋田 fuji10311 

済世橋   香川 fuji30497 

済美橋   東京 fuji33193 

済美大橋  広島 fuji35402 

済盟橋（→斉盟橋）  

栃木 fuji04116 

采女橋   東京 fuji21789 

采配橋   長野 fuji31230 

犀角子沼橋 栃木 fuji49963 

犀勝沢橋  長野 fuji11711 

犀川橋   岐阜 fuji24634 

犀川橋   京都 fuji27935 

犀川橋   石川 fuji05868 

犀川橋   長野 fuji02194 

犀川水路橋 長野 fuji18491 

犀川大橋（いさごの橋，中河原 

橋，一ノ橋） 石川 fuji00141 

犀善橋   石川 fuji02337 

砦関道橋  新潟 fuji41005 

祭路橋   長野 fuji07388 

斎川橋   宮城 fuji03231 

斎内川橋  秋田 fuji15770 

細井橋   香川 fuji36637 

細越橋   福島 fuji29556 

細越跨線橋 青森 fuji49052 

細見橋   宮崎 fuji27145 

細見橋   京都 fuji24259 

細見川橋  鳥取 fuji22110 

細原橋   滋賀 fuji40258 

細戸橋   福島 fuji32633 

細工屋橋  群馬 fuji40503 

細工所橋  兵庫 fuji44571 

細江橋   山口 fuji26403 

細江橋   大阪 fuji41098 

細崎橋   茨城 fuji46131 

細手谷橋  奈良 fuji40159 

細川橋   滋賀 fuji45963 

細川橋   神奈 fuji42399 

細川橋   東京 fuji21608 

細川橋   兵庫 fuji26095 

細川内橋  徳島 fuji39543 

細倉橋   北海 fuji18261 

細足橋   群馬 fuji53019 

細谷橋   岩手 fuji21981 

細谷橋   京都 fuji38598 

細谷地橋  岩手 fuji47767 

細長橋   大分 fuji22795 

細田橋   茨城 fuji37317 

細田橋   宮崎 fuji35399 

細田橋   東京 fuji40525 

細田橋   福島 fuji38996 

細田橋（中川第１６号橋）  

東京 fuji39017 

細島橋（小白川橋）  

富山 fuji06773 

細入橋   岩手 fuji03502 

細入川橋  群馬 fuji39349 

細畑橋   愛知 fuji20499 

細畑橋   兵庫 fuji49335 

細表橋   福島 fuji41638 

細淵一号橋 宮城 fuji37628 

細淵二号橋 宮城 fuji37629 

細又橋   鹿児 fuji14759 

細木橋   福島 fuji34273 

細野橋   広島 fuji52010 

細野橋   山梨 fuji37433 

細野橋   新潟 fuji06245 

細野橋   徳島 fuji35107 

菜園場橋  高知 fuji22788 

菜谷橋   徳島 fuji35585 

菜摘橋   福岡 fuji31720 

裁断橋（裁談橋，讃談橋，斉淡 

橋，三淡橋，御姥子橋，サ 

ンダカ橋） 愛知 fuji00214 

際崎橋   熊本 fuji08392 

際崎第一橋 熊本 fuji08393 

際崎第二橋 熊本 fuji08394 

在家橋   埼玉 fuji49255 

在京橋   岐阜 fuji27261 

在所橋   高知 fuji16530 

在所橋   長崎 fuji04617 

材木橋   佐賀 fuji24205 

材木橋   大阪 fuji16743 

材木町橋  京都 fuji10242 

材料線高架橋 栃木 fuji21005 

財田橋（万福寺橋）  

香川 fuji40434 

財田川橋  香川 fuji12936 

財田中橋  香川 fuji30055 

坂の橋   神奈 fuji32798 

坂の上橋  熊本 fuji14836 

坂井橋   岐阜 fuji37438 

坂井橋   長野 fuji12610 

坂井橋   福岡 fuji19624 

坂井橋   福島 fuji07085 

坂越橋   兵庫 fuji16481 

坂下橋   愛知 fuji23202 

坂下橋   茨城 fuji46132 

坂下橋   岐阜 fuji24023 

坂下橋   群馬 fuji40712 

坂下橋   山形 fuji16198 

坂下橋   鹿児 fuji20661 

坂下橋   新潟 fuji10738 

坂下橋   神奈 fuji19260 

坂下橋   東京 fuji53777 

坂下橋   富山 fuji23745 

坂下橋   福島 fuji13526 

坂下橋   北海 fuji31199 

坂下橋   北海 fuji41334 

坂下橋（樋口橋）  

長崎 fuji07240 

坂巻橋   岐阜 fuji41704 

坂巻橋（→常磐橋）  

山形 fuji02879 

坂巻大橋（→常磐橋）  

山形 fuji00783 

坂喜橋   徳島 fuji21479 

坂久橋   東京 fuji25555 

坂元下橋  鹿児 fuji15898 

坂元橋   香川 fuji34977 

坂元橋   鹿児 fuji05386 

坂元川橋  香川 fuji27202 

坂原橋   群馬 fuji51949 

坂戸橋   新潟 fuji42278 

坂戸橋   千葉 fuji28603 

坂戸橋   長野 fuji07390 

坂口架道橋 兵庫 fuji15439 

坂口橋   熊本 fuji01355 

坂口橋   福岡 fuji35958 

坂口橋（←一の瀬橋）  

静岡 fuji34843 

坂江橋   香川 fuji37272 

坂根橋   徳島 fuji38507 

坂州橋   徳島 fuji48583 

坂州小橋  徳島 fuji11157 

坂州大橋  徳島 fuji51480 

坂重橋   長野 fuji42164 

坂出橋   鹿児 fuji34122 

坂出排水橋 香川 fuji36456 

坂上橋   岡山 fuji35825 

坂尻橋   滋賀 fuji33231 

坂森谷橋  富山 fuji36581 

坂水橋   山形 fuji37311 

坂瀬川橋  福島 fuji25924 

坂石橋   埼玉 fuji53617 

坂折川橋  高知 fuji33267 

坂川橋   香川 fuji07789 

坂川橋   千葉 fuji45132 

坂沢橋   神奈 fuji34276 

坂谷橋（←東五ケ橋）  
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福井 fuji34002 

坂町跨線橋 新潟 fuji43836 

坂津川橋  三重 fuji19402 

坂庭橋   福島 fuji10732 

坂田橋   熊本 fuji01448 

坂田橋   熊本 fuji08648 

坂田橋   埼玉 fuji50681 

坂田橋   新潟 fuji24940 

坂田橋   島根 fuji10756 

坂田橋   東京 fuji01978 

坂田川橋  熊本 fuji13756 

坂東橋   岐阜 fuji20752 

坂東橋   群馬 fuji02868 

坂東橋（日本橋）  

神奈 fuji18537 

坂東大橋（←八斗島船橋） 

 群馬 fuji06572 

坂東大橋(八山橋)  

群馬 fuji04444 

坂内橋？（松阪橋）  

三重 fuji33704 

坂部高架橋 静岡 fuji52591 

坂本一号橋 和歌 fuji35576 

坂本橋   岩手 fuji31849 

坂本橋   熊本 fuji34314 

坂本橋   高知 fuji35395 

坂本橋   山形 fuji23117 

坂本橋   鹿児 fuji06265 

坂本橋   神奈 fuji37861 

坂本橋   大分 fuji27139 

坂本橋   島根 fuji27978 

坂本橋   東京 fuji19653 

坂本橋   徳島 fuji36010 

坂本橋   栃木 fuji16874 

坂本橋   福井 fuji35356 

坂本橋   北海 fuji41816 

坂本橋   和歌 fuji19822 

坂本川橋  神奈 fuji52476 

坂本第一跨線橋  

群馬 fuji24667 

坂又橋   富山 fuji35532 

坂野川橋  和歌 fuji33396 

坂野辺橋  山形 fuji07358 

坂様川橋  長崎 fuji04481 

坂和橋   栃木 fuji37404 

阪井橋   和歌 fuji25395 

阪栄橋   大阪 fuji15110 

阪急京都線跨線橋  

大阪 fuji53672 

阪急跨線橋 大阪 fuji23787 

阪急跨線橋 兵庫 fuji22369 

阪急跨線橋南取付高架橋 

 大阪 fuji24288 

阪急跨線橋北取付高架橋  

大阪 fuji24289 

阪急千里山橋 大阪 fuji45431 

阪元橋   宮崎 fuji30796 

阪堺大橋  大阪 fuji19420 

阪堺電気鉄道陸橋  

大阪 fuji20170 

阪神国道架道橋  

兵庫 fuji18673 

阪神国道跨線橋  

大阪 fuji45450 

阪神国道陸橋 兵庫 fuji18542 

阪神電鉄跨線橋  

大阪 fuji53669 

阪星橋   大阪 fuji44707 

阪東大橋  大阪 fuji43247 

阪奈Ｎｏ１１橋 大阪 fuji39259 

阪奈Ｎｏ１４橋   fuji38856 

阪奈Ｎｏ１６橋   fuji38857 

阪奈Ｎｏ１７橋 奈良 fuji38860 

阪奈Ｎｏ２橋 大阪 fuji39255 

阪奈Ｎｏ３橋 大阪 fuji39256 

阪奈Ｎｏ５橋 大阪 fuji39257 

阪奈Ｎｏ７橋 大阪 fuji38686 

阪奈Ｎｏ８橋 大阪 fuji39258 

阪之井橋  大阪 fuji48013 

阪本三号橋 和歌 fuji38180 

阪本二号橋 和歌 fuji36430 

堺（境）橋  福岡 fuji14706 

堺ノ沢橋   青森 fuji04058 

堺橋    愛知 fuji12157 

堺橋    岩手 fuji29166 

堺橋    広島 fuji05168 

堺橋    山口 fuji33681 

堺橋    鹿児 fuji11895 

堺橋    新潟 fuji04979 

堺橋    神奈 fuji18076 

堺橋    青森 fuji03221 

堺橋    静岡 fuji12286 

堺橋    長崎 fuji04848 

堺橋    長野 fuji29806 

堺橋    東京 fuji02315 

堺橋    福島 fuji04454 

堺橋    北海 fuji25874 

堺橋    北海 fuji53571 

堺国橋（→開国橋）  

山梨 fuji08564 

堺川橋   岡山 fuji24141 

堺川橋   新潟 fuji44316 

堺川橋   福岡 fuji43026 

堺川橋   北海 fuji52986 

堺船橋   大分 fuji03972 

堺沢橋   山梨 fuji52127 

堺谷橋   宮崎 fuji23072 

榊橋    茨城 fuji07362 

肴沢橋   秋田 fuji49218 

咲田橋   沖縄 fuji13495 

咲梅橋   北海 fuji48695 

咲来橋   北海 fuji46810 

崎ノ原橋   和歌 fuji31204 

崎吉橋   大阪 fuji18723 

崎原橋   鹿児 fuji15326 

崎戸大橋  長崎 fuji48060 

崎山橋   鹿児 fuji17761 

崎山橋   新潟 fuji43603 

崎山跨線橋 和歌 fuji52175 

崎山谷橋  高知 fuji51005 

崎枝橋   沖縄 fuji35640 

崎守橋   北海 fuji51576 

崎川橋   東京 fuji00572 

崎津留橋  大分 fuji06591 

崎田橋   沖縄 fuji36654 

崎田橋   広島 fuji44602 

崎平橋（→柳崎橋）  

静岡 fuji39246 

崎無異橋  北海 fuji45055 

崎野橋   宮崎 fuji33607 

埼葛橋   埼玉 fuji33119 

埼玉大橋（←大越船橋）  

埼玉 fuji07618 

鷺橋    岡山 fuji23484 

鷺橋    徳島 fuji04015 

鷺洲一之橋 大阪 fuji33673 

鷺洲二之橋 大阪 fuji33086 

鷺沼橋   千葉 fuji48356 

鷺石橋   群馬 fuji04673 

鷺千代橋  奈良 fuji10834 

鷺打橋   大阪 fuji26529 

鷺田橋   岐阜 fuji33222 

鷺田川橋  福岡 fuji05636 

鷺島橋   宮崎 fuji49586 

鷺島橋   大阪 fuji18722 

鷺湯橋（→ゆーらぎ橋） 

 岡山 fuji49145 

鷺之島橋  新潟 fuji37698 

鷺畑橋（→千原橋）  

山形 fuji17612 

鷺簗橋   鹿児 fuji19868 

作井手橋  佐賀 fuji04615 

作右衛門前橋 石川 fuji47844 

作橋    島根 fuji28208 

作興橋   山梨 fuji41237 

作手橋   福岡 fuji47549 

作場橋   新潟 fuji04983 

作場橋   長野 fuji03047 

作人橋   福岡 fuji06660 

作草部高架橋 千葉 fuji49816 

作田橋   千葉 fuji39014 

作並橋   宮城 fuji02524 

柵の瀬橋  岩手 fuji27382 

柵ノ木大橋  青森 fuji01647 

柵橋    長野 fuji00868 

柵原橋   岡山 fuji33591 

桜の洞橋  長野 fuji11303 

桜ノ目橋   宮城 fuji26244 

桜井架道橋 愛知 fuji45723 

桜井橋   埼玉 fuji47811 

桜井橋   東京 fuji30178 

桜井橋（→黒部大橋）  

富山 fuji28248 

桜井橋（←黒部橋）  

富山 fuji04653 

桜井橋（桜枝橋） 

 富山 fuji05118 

桜井跨線橋 奈良 fuji21298 

桜井川橋  千葉 fuji13841 

桜井線跨道橋 奈良 fuji29588 

桜岡橋   宮城 fuji52782 

桜宮橋   大阪 fuji21780 

桜橋    愛知 fuji28368 

桜橋    愛媛 fuji33416 

桜橋    茨城 fuji08928 

桜橋    岡山 fuji04723 

桜橋    岩手 fuji40028 

桜橋    岐阜 fuji14066 

桜橋    京都 fuji21802 

桜橋    熊本 fuji08610 

桜橋    群馬 fuji26879 

桜橋    広島 fuji27494 

桜橋    埼玉 fuji39213 

桜橋    山形 fuji06832 

桜橋    山口 fuji07238 

桜橋    山梨 fuji39051 

桜橋    鹿児 fuji19793 

桜橋    秋田 fuji50661 

桜橋    新潟 fuji50559 

桜橋    神奈 fuji01829 

桜橋    石川 fuji06499 

桜橋    千葉 fuji23963 

桜橋    大阪 fuji00505 

桜橋    大阪 fuji08588 

桜橋    長崎 fuji21809 

桜橋    東京 fuji02625 

桜橋    奈良 fuji33145 

桜橋    富山 fuji10492 

桜橋    福井 fuji04875 

桜橋    兵庫 fuji25080 

桜橋    北海 fuji10720 

桜橋    和歌 fuji26104 

桜橋（←工事名・入江跨線橋） 

 静岡 fuji22990 

桜橋（河野橋） 福井 fuji43160 

桜橋（桜島橋） 長野 fuji14346 

桜橋（新）  三重 fuji27273 

桜橋（中橋） 福井 fuji28259 

桜江大橋（←谷住郷橋）  

島根 fuji31982 

桜坂橋   神奈 fuji52852 

桜山橋   茨城 fuji39344 

桜子橋   鳥取 fuji31003 

桜枝橋（桜井橋、黒部橋、黒部 

大橋）   富山 fuji05118 

桜小橋   大阪 fuji23013 

桜場橋   宮城 fuji29382 

桜瀬橋   山形 fuji24517 

桜石橋（目鏡橋）  

福島 fuji04453 

桜川橋   茨城 fuji00400 

桜川橋   群馬 fuji37966 

桜川橋   三重 fuji46402 

桜川橋   青森 fuji30024 

桜川橋   東京 fuji02319 

桜川橋   奈良 fuji29970 

桜川橋   福島 fuji13357 

桜川高架橋 青森 fuji51779 

桜台陸橋  東京 fuji43817 

桜沢橋   茨城 fuji50539 

桜沢橋   群馬 fuji51518 

桜沢橋   埼玉 fuji53768 

桜沢橋   長野 fuji00252 

桜谷橋   愛媛 fuji06882 

桜谷橋   岐阜 fuji25337 

桜町架道橋 岩手 fuji38270 

桜町架道橋 徳島 fuji29704 

桜町架道橋 福岡 fuji26544 

桜塚跨線橋 群馬 fuji51405 

桜庭橋   北海 fuji46852 

桜田橋   新潟 fuji51963 

桜田橋   北海 fuji45219 

桜渡橋   徳島 fuji10000 

桜島橋（桜橋） 長野 fuji14346 

桜島守口線跨道橋  

大阪 fuji53689 

桜道橋   神奈 fuji19858 

桜内橋   京都 fuji44550 

桜堀橋   島根 fuji39375 

桜木橋   愛媛 fuji40296 

桜木橋   宮城 fuji02295 

桜木橋   群馬 fuji22707 

桜木橋   鹿児 fuji31628 

桜木橋   北海 fuji46890 

桜木橋（下川原船橋）  

岩手 fuji07130 

桜木沢川橋 長野 fuji08186 

桜木町橋  神奈 fuji44908 

桜木町高架橋 神奈 fuji21530 

桜目橋   宮城 fuji43182 

鮭川橋   山形 fuji12863 

鮭川東避溢橋 山形 fuji12862 

笹ケ瀬橋  岡山 fuji37677 

笹ケ瀬橋  京都 fuji35211 

笹ケ瀬川橋  岡山 fuji09922 

笹ノ下橋   長崎 fuji04618 

笹の渡橋  秋田 fuji41629 

笹越橋   新潟 fuji39032 

笹岡橋   静岡 fuji17556 

笹下橋   神奈 fuji50390 

笹下橋   長野 fuji02346 

笹幹沢橋  福島 fuji37007 

笹間川橋  静岡 fuji22069 

笹間川小橋 静岡 fuji22068 

笹間渡橋（大井川第一橋）  

静岡 fuji22067 

笹丸橋   東京 fuji37019 

笹原橋   埼玉 fuji23527 
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笹原橋   鹿児 fuji29721 

笹原橋   東京 fuji29876 

笹原川橋  福島 fuji40363 

笹戸大橋  愛知 fuji46721 

笹根橋   静岡 fuji46378 

笹崎橋   長野 fuji07179 

笹子橋   愛知 fuji33514 

笹子川橋  山梨 fuji38154 

笹神橋   新潟 fuji38137 

笹瀬橋   京都 fuji11333 

笹川橋   新潟 fuji17295 

笹川橋   島根 fuji14533 

笹川橋   富山 fuji12505 

笹川橋   北海 fuji33333 

笹倉１号橋  秋田 fuji47789 

笹倉橋   京都 fuji44553 

笹沢橋   長野 fuji11718 

笹谷橋   福井 fuji38433 

笹津橋   富山 fuji04883 

笹島架道橋 愛知 fuji42058 

笹内橋   青森 fuji07122 

笹内川橋  青森 fuji23689 

笹之段橋  鹿児 fuji11965 

笹尾橋   岡山 fuji13687 

笹平橋   群馬 fuji31419 

笹平橋   東京 fuji24619 

笹平沢橋  岩手 fuji48069 

笹堀橋   北海 fuji39829 

笹又橋   福岡 fuji38766 

笹無田橋  大分 fuji13762 

笹無田若宮井路橋  

大分 fuji14429 

笹目橋   宮崎 fuji06222 

笹目橋 東京 fuji44851 

笹目橋（→美笹橋）  

埼玉 fuji30520 

笹野橋   鹿児 fuji09510 

笹野橋   神奈 fuji50391 

笹野橋（一ノ渡瀬橋）  

鹿児 fuji30157 

札の辻橋  佐賀 fuji35621 

札の辻橋  静岡 fuji39069 

札ノ辻橋   東京 fuji24584 

札楽古橋  北海 fuji23362 

札掛橋   四国 fuji53168 

札掛橋   神奈 fuji51647 

札久留橋  北海 fuji52689 

札橋    長崎 fuji03957 

札的内橋  北海 fuji43408 

札内橋（栗山橋）  

北海 fuji07980 

札富美橋  北海 fuji18256 

札木橋   静岡 fuji26296 

薩Ｘ高架   静岡 fuji51538 

薩摩橋   大阪 fuji15241 

薩摩山橋（←山伏橋）  

鹿児 fuji35697 

薩摩渡橋  熊本 fuji01124 

薩捶橋   静岡 fuji51289 

雑賀橋   和歌 fuji02834 

雑魚場橋  東京 fuji03149 

雑喉場橋  高知 fuji20437 

雑喉場橋  大阪 fuji02214 

雑穀谷橋  富山 fuji43679 

雑三橋   東京 fuji10185 

雑司橋（→雑炊橋）  

長野 fuji09223 

雑志橋（雑司橋）  

長野 fuji02634 

雑治橋   東京 fuji20928 

雑食橋（雑司橋）  

長野 fuji02634 

雑炊橋（←雑司橋）  

長野 fuji38636 

皐月橋   佐賀 fuji09612 

皐月橋   新潟 fuji49085 

皐月橋   福岡 fuji41787 

皐月橋   北海 fuji36085 

鯖江橋   福井 fuji13966 

鯖江大橋  福井 fuji37108 

鯖瀬橋   徳島 fuji25157 

鯖石橋   新潟 fuji29005 

鯖石川橋  新潟 fuji12407 

鯖波橋（聖ケ橋）  

福井 fuji35437 

錆沢橋   群馬 fuji34470 

鮫ケ橋   東京 fuji07057 

鮫川橋   福島 fuji09353 

鮫堀橋(下り) 宮城 fuji05151 

鮫竜橋   新潟 fuji46172 

皿屋敷橋  宮城 fuji53260 

皿川橋   長野 fuji06161 

皿川橋（万年橋）  

福井 fuji01242 

皿木橋   秋田 fuji07346 

晒屋橋   徳島 fuji40431 

晒橋    佐賀 fuji27185 

晒谷川橋  富山 fuji22054 

三か井橋  和歌 fuji44130 

三ケ月橋  島根 fuji17504 

三ケ瀬橋  福岡 fuji28788 

三ケ瀬橋←大淀橋(工事名) 

 山形 fuji35188 

三ケ村橋  富山 fuji44485 

三ケ平橋  宮崎 fuji16117 

三ケ木水道橋 神奈 fuji07672 

三ケ野橋  三重 fuji38324 

三ケ野橋  静岡 fuji00960 

三ツ井高架橋   fuji46385 

三ツ井避溢橋   fuji46393 

三ツ家橋  岡山 fuji11347 

三ツ岩橋  岡山 fuji06991 

三ツ久保沢橋 長野 fuji43475 

三ツ境橋  神奈 fuji33741 

三ツ橋   宮城 fuji03818 

三ツ橋   京都 fuji30043 

三ツ橋   埼玉 fuji27847 

三ツ合橋（←鈴江橋）  

徳島 fuji14703 

三ツ松橋  福井 fuji13139 

三ツ森橋  福島 fuji42704 

三ツ瀬橋  京都 fuji42964 

三ツ石橋  滋賀 fuji16625 

三ッ沢跨線人道橋  

神奈 fuji47083 

三ツ池橋  新潟 fuji36780 

三ツ池橋  静岡 fuji35294 

三ツ島大橋  大阪 fuji28473 

三ツ頭橋  福岡 fuji30703 

三ツ樋入堀橋 大阪 fuji20735 

三ツ尾橋  徳島 fuji50056 

三ツ木橋  埼玉 fuji32148 

三ツ木橋  大分 fuji44379 

三ツ木橋  東京 fuji23147 

三ツ木橋  徳島 fuji32852 

三つ目橋（三之橋）  

東京 fuji00338 

三ツ目内橋  青森 fuji05221 

三つ目内川橋 青森 fuji07272 

三ツ渕第一高架橋  

 fuji46391 

三ツ渕第二高架橋 

  fuji46392 

三の井橋  香川 fuji20525 

三の宮橋  宮崎 fuji30795 

三ノ橋   京都 fuji20373 

三の橋   埼玉 fuji37967 

三の橋   東京 fuji18762 

三ノ橋   兵庫 fuji26210 

三の橋   北海 fuji20552 

三ノ瀬２号橋 長野 fuji48766 

三の瀬３号橋 長野 fuji48767 

三ノ瀬橋   香川 fuji39642 

三ノ瀬橋   滋賀 fuji44119 

三の瀬橋  福岡 fuji49405 

三ノ滝橋   山形 fuji13336 

三ノ又橋   高知 fuji47540 

三ノ輪橋   東京 fuji01854 

三安橋   京都 fuji30044 

三井橋   東京 fuji19328 

三井原橋  熊本 fuji48823 

三井大橋  神奈 fuji44750 

三井鉄橋（神通川橋）  

富山 fuji22736 

三井内橋  茨城 fuji53603 

三浦橋   三重 fuji05281 

三浦橋   福岡 fuji14928 

三雲橋   京都 fuji22543 

三永石門  広島 fuji03989 

三園橋   静岡 fuji20915 

三岡橋   北海 fuji36788 

三桶橋   新潟 fuji33895 

三家橋   岡山 fuji27987 

三家橋   群馬 fuji46145 

三家跨線橋 神奈 fuji44191 

三架橋   香川 fuji01610 

三架橋   福井 fuji07856 

三河橋   京都 fuji50421 

三河橋   熊本 fuji05950 

三河橋   山形 fuji11781 

三河島陸橋 東京 fuji07473 

三河堀橋(下り)  

宮城 fuji05178 

三海橋   大分 fuji52981 

三海田橋  岡山 fuji24613 

三階橋   愛知 fuji19564 

三階戸橋  神奈 fuji45289 

三角橋   京都 fuji53844 

三角橋   群馬 fuji27843 

三角橋   佐賀 fuji34106 

三角橋   長崎 fuji34107 

三角橋   東京 fuji08543 

三角橋   福岡 fuji53136 

三角川橋  岡山 fuji23030 

三角沢橋  北海 fuji49475 

三角道跨線橋 青森 fuji49051 

三掛橋   岐阜 fuji32194 

三笠橋   岐阜 fuji28646 

三笠橋   山口 fuji40134 

三笠橋   青森 fuji09699 

三笠山橋（←空知橋）  

北海 fuji04937 

三笠山橋（←幌内太橋）  

北海 fuji15514 

三笠川橋  北海 fuji17850 

三間橋   群馬 fuji04344 

三岩橋   北海 fuji44737 

三吉橋   神奈 fuji19356 

三吉橋（合引橋）  

東京 fuji21072 

三吉野橋（美吉野橋）  

奈良 fuji15365 

三休橋   大阪 fuji15242 

三宮～神戸間高架  

兵庫 fuji23316 

三宮橋   神奈 fuji50386 

三宮橋   島根 fuji51834 

三宮高架橋 兵庫 fuji28104 

三宮司橋  埼玉 fuji10487 

三共橋   熊本 fuji06793 

三協橋   熊本 fuji31573 

三橋    熊本 fuji10611 

三橋    福岡 fuji17477 

三興橋   北海 fuji48678 

三郷用水橋 群馬 fuji05618 

三隅川橋  山口 fuji17992 

三隅川橋  島根 fuji16760 

三隅大橋  島根 fuji36282 

三熊橋   福島 fuji23389 

三隈橋   大分 fuji36946 

三隈大橋  大分 fuji33058 

三栗屋橋  山形 fuji00699 

三栗橋   神奈 fuji18978 

三郡橋   山梨 fuji32942 

三郡西橋  山梨 fuji43474 

三郡東橋  山梨 fuji41997 

三渓園亭舎 神奈 fuji14543 

三見橋   山口 fuji06994 

三見川橋  山口 fuji17997 

三軒屋橋  新潟 fuji46177 

三軒屋橋  長崎 fuji10653 

三軒屋橋  和歌 fuji51003 

三軒橋   宮城 fuji26834 

三原橋   東京 fuji01961 

三原橋   福岡 fuji53901 

三原川橋  千葉 fuji16215 

三戸街道架道橋  

青森 fuji49047 

三股橋   北海 fuji39434 

三顧橋   香川 fuji01526 

三光院橋  高知 fuji25582 

三光川橋  岡山 fuji22562 

三口橋   千葉 fuji08540 

三好橋   神奈 fuji11065 

三好橋   青森 fuji35023 

三好橋   栃木 fuji06036 

三好橋（←白地橋）  

徳島 fuji19078 

三好大橋  徳島 fuji37678 

三幸橋   宮城 fuji42839 

三幸橋   和歌 fuji22376 

三江橋   鳥取 fuji05299 

三号橋   宮崎 fuji43966 

三号橋   北海 fuji21578 

三号橋   和歌 fuji53857 

三合谷橋  岐阜 fuji24725 

三国橋   茨城 fuji15620 

三国橋   広島 fuji36007 

三国橋   埼玉 fuji22694 

三国橋   大阪 fuji02007 

三国橋（思川側）  

茨城 fuji03121 

三国川橋  新潟 fuji39354 

三国大橋  新潟 fuji29764 

三国田橋  岡山 fuji44588 

三国用水道橋  

大阪 fuji15418 

三根橋   長野 fuji38730 

三根大橋  長崎 fuji38229 

三砂橋   北海 fuji48672 

三才橋   東京 fuji02783 

三坂橋   島根 fuji35579 

三坂大橋  群馬 fuji37631 

三崎橋   東京 fuji09742 

三崎町高架橋（水道橋架道

橋）   東京 fuji24786 

三崎陸橋  秋田 fuji15778 

三四ケ窪橋  大阪 fuji02151 
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三枝橋   岐阜 fuji16392 

三枝橋   鹿児 fuji33438 

三次大橋  広島 fuji51017 

三七起橋  神奈 fuji45932 

三七十橋  北海 fuji43359 

三篠橋   広島 fuji12714 

三尺橋   埼玉 fuji29203 

三十一号橋 北海 fuji51500 

三十河原橋 新潟 fuji42728 

三十九線橋 北海 fuji31589 

三十四号線橋 北海 fuji38375 

三十四線橋 北海 fuji45216 

三十七号架道橋  

北海 fuji23890 

三十七線一号橋  

北海 fuji45224 

三十七線二号橋  

北海 fuji45213 

三十線橋  北海 fuji44674 

三十丁橋  熊本 fuji04430 

三十丁目橋 熊本 fuji33423 

三十槌橋  埼玉 fuji47660 

三十二区橋 北海 fuji48476 

三十二線橋 北海 fuji48204 

三十峰橋  愛媛 fuji32861 

三十木橋  和歌 fuji39668 

三十六の眼鏡橋  

熊本 fuji01451 

三重井路橋 大分 fuji30386 

三重橋   三重 fuji17562 

三重橋   福井 fuji14888 

三重橋   北海 fuji51094 

三重川橋  島根 fuji16265 

三重川水路橋 大分 fuji32515 

三重目橋  三重 fuji46401 

三重野橋  大分 fuji35630 

三松橋   群馬 fuji12667 

三上橋   愛知 fuji32823 

三上前橋  島根 fuji39385 

三城橋   岐阜 fuji19818 

三城橋   佐賀 fuji34105 

三条橋   京都 fuji00070 

三条橋   滋賀 fuji24053 

三条橋   鳥取 fuji27058 

三条橋   兵庫 fuji30350 

三条橋   北海 fuji42065 

三条橋（→嵐川橋）  

新潟 fuji01995 

三条小橋  京都 fuji00134 

三条小橋  新潟 fuji45161 

三条大橋  京都 fuji00124 

三条大橋  新潟 fuji40067 

三神郡橋  宮崎 fuji32997 

三垂口橋  岩手 fuji33477 

三水川陸橋 岐阜 fuji47300 

三世知川橋 岡山 fuji06325 

三瀬架道橋 山形 fuji16695 

三瀬橋   愛媛 fuji39395 

三瀬橋   山形 fuji43790 

三瀬橋（←大谷橋）  

三重 fuji51452 

三瀬川橋  山形 fuji16193 

三瀬沢橋  長野 fuji11315 

三瀬谷橋（←新佐原橋）  

三重 fuji46651 

三瀬陸橋  山形 fuji45600 

三畝田橋  岡山 fuji49358 

三星橋   島根 fuji17044 

三栖橋   京都 fuji20608 

三栖跨線橋 京都 fuji52482 

三石橋   高知 fuji35617 

三石橋   東京 fuji20931 

三石橋   北海 fuji42022 

三石川橋  北海 fuji26577 

三石田橋  岡山 fuji37582 

三雪橋（←大手橋）  

山形 fuji00180 

三川橋   岐阜 fuji22314 

三川橋   山形 fuji02740 

三川橋   大分 fuji03118 

三川橋   福岡 fuji14316 

三川橋   海 fuji47579 

三川橋   和歌 fuji22190 

三川橋（新） 和歌 fuji36031 

三川原橋（←千歳橋）  

岐阜 fuji10877 

三川口町第一架道橋  

兵庫 fuji23017 

三川口町第二架道橋  

兵庫 fuji23018 

三川新橋  山形 fuji41201 

三泉橋   山形 fuji22234 

三線川橋  北海 fuji23657 

三船橋   大分 fuji38532 

三倉鼻跨線橋 秋田 fuji48721 

三荘橋   大阪 fuji33238 

三荘新橋  大阪 fuji33239 

三蔵橋   滋賀 fuji07916 

三蔵橋   新潟 fuji53640 

三蔵橋   福井 fuji49834 

三村橋   京都 fuji28675 

三村橋   東京 fuji42892 

三駄谷橋  岐阜 fuji37998 

三代ノ橋   新潟 fuji06489 

三鷹橋   東京 fuji37415 

三滝橋   広島 fuji42063 

三滝橋   三重 fuji02815 

三滝橋（見滝橋）   

福島 fuji09648 

三滝川橋  三重 fuji39789 

三宅橋   京都 fuji38062 

三宅橋   群馬 fuji20011 

三宅橋   福井 fuji14895 

三宅橋（←豊栄橋）  

京都 fuji29418 

三沢橋（捷径橋）  

長野 fuji01259 

三沢川橋  埼玉 fuji13371 

三沢川橋  北海 fuji15970 

三谷井水路橋 和歌 fuji40877 

三谷橋   京都 fuji52163 

三谷橋   埼玉 fuji23953 

三谷橋   三重 fuji25031 

三谷橋   栃木 fuji44065 

三谷橋   奈良 fuji35565 

三谷橋   和歌 fuji12306 

三谷川橋  愛媛 fuji14314 

三谷川橋  岡山 fuji08019 

三谷川橋  広島 fuji14304 

三谷川橋  石川 fuji43838 

三谷川橋  鳥取 fuji16258 

三樽別橋  北海 fuji15468 

三淡橋（裁断橋）  

愛知 fuji00214 

三断橋   和歌 fuji00296 

三段滝川橋 新潟 fuji29660 

三段滝沢橋 新潟 fuji12592 

三池陣屋橋 福岡 fuji01414 

三中橋   島根 fuji28374 

三柱参道橋 福岡 fuji17178 

三丁橋   群馬 fuji38931 

三丁田橋  東京 fuji31526 

三丁目橋  秋田 fuji41199 

三丁目橋  北海 fuji42812 

三丁目橋（→明八橋）  

熊本 fuji02209 

三朝橋（←大岩橋）  

鳥取 fuji25830 

三朝川橋  鳥取 fuji05068 

三津ノ橋   和歌 fuji25511 

三津屋跨線橋 大阪 fuji23788 

三津屋跨線橋西取付高架橋 

 大阪 fuji24291 

三津屋跨線橋東取付高架橋 

 大阪 fuji24290 

三津屋川橋 愛媛 fuji16824 

三津田橋  広島 fuji17054 

三津浜街道陸橋  

愛媛 fuji19467 

三津堀川橋 愛媛 fuji11673 

三津目橋  熊本 fuji09819 

三津野橋  和歌 fuji39772 

三鶴橋   大分 fuji17739 

三田橋（梨羽橋）  

広島 fuji50052 

三田川橋  三重 fuji14194 

三田川橋  滋賀 fuji43868 

三田大橋  兵庫 fuji43992 

三田谷橋  奈良 fuji38751 

三渡橋   三重 fuji03913 

三渡橋（→曽庭橋）  

島根 fuji28736 

三渡瀬橋  北海 fuji24276 

三渡川橋  三重 fuji06861 

三途川橋  群馬 fuji17271 

三途川橋  秋田 fuji44741 

三度橋   兵庫 fuji49135 

三刀屋新大橋 島根 fuji48111 

三刀屋大橋 島根 fuji25112 

三島橋   愛媛 fuji04609 

三島橋   岐阜 fuji32052 

三島橋   高知 fuji11121 

三島橋   山口 fuji19715 

三島橋   静岡 fuji37342 

三島橋   大阪 fuji43884 

三島橋   東京 fuji21102 

三島橋   福島 fuji12124 

三島高架橋   fuji46058 

三島第二橋 高知 fuji50811 

三島避溢橋 大阪 fuji44008 

三嶋橋   山口 fuji18195 

三嶋橋   新潟 fuji03031 

三嶋橋   東京 fuji02549 

三嶋橋（三嶌橋）  

愛媛 fuji17109 

三嶋神社三島橋  

愛媛 fuji30057 

三徳橋   山口 fuji28535 

三内橋   東京 fuji08162 

三二山橋  山梨 fuji15539 

三日月橋  愛知 fuji24635 

三日月橋  秋田 fuji38245 

三日月橋  新潟 fuji29069 

三日市新橋 大阪 fuji33626 

三之橋   東京 fuji00915 

三之橋（三つ目橋）  

東京 fuji00338 

三之瀬橋  静岡 fuji24545 

三納橋   兵庫 fuji06540 

三馬橋   岩手 fuji32322 

三迫川橋  宮城 fuji30399 

三反切橋  大阪 fuji44708 

三反長第一橋 兵庫 fuji05446 

三反田仮橋 宮城 fuji03810 

三反田橋  宮城 fuji29384 

三反田橋  佐賀 fuji00200 

三反田橋  山梨 fuji42919 

三板橋   三重 fuji34061 

三番橋   大阪 fuji32693 

三番町高架橋 愛知 fuji45754 

三尾川橋  和歌 fuji40875 

三百瀬橋  和歌 fuji32260 

三俵刈橋  石川 fuji50567 

三瓶橋   愛媛 fuji38512 

三瓶小橋  愛媛 fuji27354 

三瓶川橋  島根 fuji14527 

三瓶川避溢橋 島根 fuji14528 

三府橋   東京 fuji24683 

三敷橋   福島 fuji14877 

三舞谷橋  滋賀 fuji40266 

三福神橋  宮崎 fuji44655 

三淵橋   新潟 fuji16049 

三仏橋   和歌 fuji32391 

三文橋   福島 fuji24313 

三碧橋   愛媛 fuji49499 

三保橋   滋賀 fuji05427 

三保橋   青森 fuji03215 

三宝橋   北海 fuji30022 

三宝寺橋  大阪 fuji50872 

三峰橋   滋賀 fuji36420 

三峰川橋（→龍東橋）  

長野 fuji20883 

三方橋   兵庫 fuji28699 

三豊橋   北海 fuji42820 

三本橋   愛知 fuji38162 

三本橋   岐阜 fuji24973 

三本松橋  香川 fuji45201 

三本松橋  三重 fuji22188 

三本松陸橋 奈良 fuji47139 

三本杉橋  東京 fuji03290 

三本木橋  宮城 fuji00351 

三本木橋  京都 fuji47699 

三本木橋  三重 fuji50587 

三本木橋  新潟 fuji16378 

三本木橋  青森 fuji33107 

三昧橋   石川 fuji49276 

三枚橋   愛知 fuji09974 

三枚橋   岩手 fuji45588 

三枚橋   秋田 fuji48331 

三枚橋   神奈 fuji02555 

三枚橋   静岡 fuji33913 

三枚橋   東京 fuji02779 

三枚橋（老親橋）  

富山 fuji33212 

三枚橋高架 神奈 fuji46709 

三俣橋   愛知 fuji07776 

三俣橋   京都 fuji11331 

三又橋   静岡 fuji10748 

三又大橋  千葉 fuji10254 

三名橋   群馬 fuji09359 

三名川橋  群馬 fuji12228 

三明橋   福岡 fuji08119 

三面橋   新潟 fuji31388 

三面川橋  新潟 fuji17210 

三毛川２号橋 和歌 fuji39263 

三木橋   北海 fuji51171 

三木楠橋  大分 fuji48834 

三門跨線橋 岡山 fuji33148 

三夜橋   福岡 fuji24408 

三野橋   秋田 fuji22506 

三野橋   徳島 fuji19720 

三野津橋  香川 fuji39643 

三由橋   熊本 fuji01129 

三用川橋  新潟 fuji43830 

三里橋   高知 fuji44161 

三里橋   秋田 fuji16646 

三里橋   和歌 fuji40269 

三里大橋  和歌 fuji38480 



 ５３ 

三離橋   沖縄 fuji00471 

三竜橋   北海 fuji42205 

三輪橋   東京 fuji31784 

三輪橋   栃木 fuji47799 

三輪橋   北海 fuji36666 

三輪崎跨線橋 和歌 fuji49341 

三輪川橋  愛知 fuji24729 

三鈴橋   長崎 fuji34208 

三郎丸橋  新潟 fuji06488 

三郎丸橋  大分 fuji48826 

三郎沢橋  長野 fuji39240 

三六橋   福井 fuji17438 

三和橋   愛媛 fuji16090 

三和橋   鳥取 fuji25523 

三和橋   東京 fuji41674 

三和橋   兵庫 fuji46413 

三和大橋（工事名・市萱第一 

橋）   福島 fuji51050 

三抔谷橋  愛媛 fuji37894 

三條川橋  大阪 fuji02428 

三艘橋   神奈 fuji25316 

傘川橋   愛知 fuji21155 

参賀橋   新潟 fuji06133 

参宮橋   滋賀 fuji48937 

参宮橋   大分 fuji14131 

参宮線跨線橋 三重 fuji34506 

参禅橋   大分 fuji00236 

参道橋   東京 fuji15480 

山ケ野橋  鹿児 fuji07663 

山の井橋  福島 fuji41205 

山の下橋  新潟 fuji19372 

山の下第一架道橋  

兵庫 fuji05971 

山の間橋  徳島 fuji36449 

山ノ戸橋   宮崎 fuji41955 

山ノ口橋   京都 fuji42591 

山の口橋  大分 fuji42653 

山ノ根橋   群馬 fuji29190 

山の神橋  岩手 fuji36704 

山ノ神橋   三重 fuji47110 

山の神橋  山梨 fuji40728 

山の神橋  鹿児 fuji41957 

山の神橋  長野 fuji25478 

山ノ谷橋（大岩橋）  

京都 fuji09851 

山ノ田橋   長崎 fuji04621 

山の内橋  神奈 fuji17290 

山の迫水路橋 大分 fuji12776 

山の尾橋  長野 fuji47487 

山の鼻橋  福岡 fuji20285 

山の里橋  岡山 fuji29095 

山陰街道跨線橋  

島根 fuji16900 

山陰街道陸橋 島根 fuji16408 

山碓橋   北海 fuji52519 

山姥橋   新潟 fuji42726 

山越跨線橋 北海 fuji51348 

山沿三号橋 北海 fuji52695 

山王橋   愛知 fuji08957 

山王橋   愛媛 fuji38221 

山王橋   岡山 fuji28749 

山王橋   岐阜 fuji13042 

山王橋   熊本 fuji07426 

山王橋   山形 fuji34891 

山王橋   鹿児 fuji01044 

山王橋   神奈 fuji08825 

山王橋   静岡 fuji30527 

山王橋   大分 fuji12384 

山王橋   東京 fuji27855 

山王橋   福島 fuji14596 

山王橋（→日吉橋）  

京都 fuji00568 

山王橋（球磨大橋）  

熊本 fuji37169 

山王原跨線橋 神奈 fuji33817 

山王川橋  石川 fuji26613 

山王川橋  福島 fuji33609 

山王大橋  広島 fuji16518 

山王島橋（→小布施橋）  

長野 fuji04447 

山王道橋  東京 fuji47666 

山屋橋   青森 fuji34658 

山下橋   愛知 fuji53831 

山下橋   愛媛 fuji47962 

山下橋   岡山 fuji22381 

山下橋   岐阜 fuji08634 

山下橋   宮崎 fuji22799 

山下橋   宮城 fuji02683 

山下橋   香川 fuji18241 

山下橋   秋田 fuji36313 

山下橋   神奈 fuji16134 

山下橋   東京 fuji02756 

山下橋   福島 fuji09357 

山下橋（座主橋）  

宮城 fuji36836 

山下橋架道橋 東京 fuji36244 

山下水路橋 鹿児 fuji09291 

山下町橋高架橋  

東京 fuji18192 

山家橋   京都 fuji12371 

山家橋   東京 fuji04529 

山家大橋  京都 fuji36030 

山科橋   大阪 fuji10706 

山科高架橋 京都 fuji43698 

山科川橋  京都 fuji43291 

山河内橋  徳島 fuji07735 

山花橋   北海 fuji31689 

山賀橋   岩手 fuji24843 

山階橋   香川 fuji28770 

山角橋   宮崎 fuji33687 

山笠橋   宮崎 fuji25501 

山完橋   岩手 fuji18269 

山館橋   秋田 fuji49223 

山岸橋   愛知 fuji10750 

山岸橋   富山 fuji33902 

山祇橋   長崎 fuji19628 

山吉田橋  宮城 fuji45110 

山久橋   福岡 fuji22468 

山久世橋（国司橋）  

岡山 fuji42768 

山居橋   山形 fuji06903 

山居橋   秋田 fuji47634 

山居沢橋    fuji52546 

山橋    石川 fuji44497 

山桑橋   長野 fuji37334 

山形橋   北海 fuji30645 

山形大橋  山形 fuji50973 

山犬原川橋 佐賀 fuji09583 

山見橋   徳島 fuji35833 

山見橋   富山 fuji19075 

山見橋   北海 fuji42501 

山元橋   鹿児 fuji50459 

山原橋   沖縄 fuji33983 

山原津留橋 大分 fuji18159 

山戸橋   栃木 fuji39201 

山口の石橋（庵橋）  

熊本 fuji03991 

山口橋   愛知 fuji46383 

山口橋   岡山 fuji46219 

山口橋   岩手 fuji48488 

山口橋   宮崎 fuji26357 

山口橋   熊本 fuji13759 

山口橋   佐賀 fuji52224 

山口橋   千葉 fuji09094 

山口橋   長野 fuji03610 

山口橋   福岡 fuji41900 

山口橋   北海 fuji40700 

山口跨線橋 青森 fuji46904 

山香橋   大分 fuji40152 

山合排水橋 栃木 fuji21004 

山国橋   大分 fuji09193 

山国橋(船橋) 大分 fuji01697 

山国川橋  大分 fuji07729 

山根架道橋 岩手 fuji38268 

山根架道橋 福島 fuji47646 

山根橋   千葉 fuji13126 

山根川橋  岡山 fuji32844 

山根川橋  北海 fuji20958 

山座坂橋  徳島 fuji28765 

山坂橋   大分 fuji48986 

山崎橋   愛知 fuji31037 

山崎橋   宮城 fuji03462 

山崎橋   熊本 fuji01137 

山崎橋   高知 fuji53897 

山崎橋   佐賀 fuji16922 

山崎橋   鹿児 fuji07438 

山崎橋   秋田 fuji06102 

山崎橋   新潟 fuji15534 

山崎橋   静岡 fuji09401 

山崎橋   大阪 fuji00024 

山崎橋   大分 fuji38534 

山崎橋   鳥取 fuji04406 

山崎川橋  愛知 fuji05011 

山崎川橋  神奈 fuji49572 

山崎前橋  島根 fuji40417 

山崎大橋  奈良 fuji32590 

山崎大橋  兵庫 fuji46685 

山子橋     fuji26724 

山子谷橋  徳島 fuji47723 

山紫橋     fuji35336 

山寺中道橋 宮城 fuji15471 

山時橋   北海 fuji50627 

山鹿橋   熊本 fuji02595 

山鹿橋（湯瀬橋）  

熊本 fuji03963 

山鹿大橋（湯の瀬橋）  

熊本 fuji01126 

山室橋   岩手 fuji00652 

山室橋   宮崎 fuji35965 

山守橋   広島 fuji29484 

山手橋   愛媛 fuji36638 

山手橋   広島 fuji02184 

山手橋   福岡 fuji52025 

山手線跨線線路橋  

東京 fuji19208 

山手町橋  広島 fuji26126 

山住川橋  静岡 fuji35369 

山出１号溝橋 三重 fuji47321 

山出２号溝橋 三重 fuji47322 

山出橋   石川 fuji44492 

山楯橋   山形 fuji39197 

山女橋   北海 fuji52681 

山照橋   兵庫 fuji29279 

山上橋   福井 fuji14615 

山上橋（万里橋）  

山形 fuji06688 

山城橋   沖縄 fuji10196 

山城橋   青森 fuji05811 

山城橋   東京 fuji00891 

山城大橋  京都 fuji44758 

山城大橋（川口橋）  

徳島 fuji46741 

山尻橋   鹿児 fuji29553 

山神下橋  宮城 fuji03815 

山神橋   香川 fuji48432 

山神橋   三重 fuji16398 

山神橋   滋賀 fuji10344 

山神橋   鹿児 fuji10890 

山神橋   福島 fuji28836 

山神社の橋 佐賀 fuji16565 

山神上橋  鹿児 fuji19650 

山神谷橋  徳島 fuji38206 

山仁田橋  鹿児 fuji23304 

山吹橋   埼玉 fuji42544 

山吹橋   神奈 fuji04773 

山吹橋   長野 fuji52908 

山水橋   東京 fuji19764 

山水橋   北海 fuji48261 

山菅の蛇橋（→神橋）  

栃木 fuji00034 

山澄橋   宮崎 fuji32183 

山瀬橋   愛媛 fuji48972 

山瀬橋   徳島 fuji33539 

山瀬三号橋 佐賀 fuji37491 

山清路一号橋 長野 fuji45331 

山清路橋  長野 fuji09140 

山生橋   千葉 fuji17427 

山盛り第一号橋  

徳島 fuji35839 

山西橋   奈良 fuji36779 

山先橋   新潟 fuji15167 

山川橋   岡山 fuji42984 

山川橋   岐阜 fuji16513 

山川橋   鹿児 fuji15675 

山川橋   長崎 fuji03942 

山川橋   徳島 fuji49877 

山前橋   福島 fuji14504 

山倉橋   新潟 fuji05510 

山惣橋   愛媛 fuji50442 

山代橋   石川 fuji39041 

山台橋   福島 fuji31323 

山沢橋   山梨 fuji40090 

山沢川橋  山梨 fuji17552 

山谷橋   徳島 fuji38199 

山谷跨線橋 新潟 fuji38422 

山谷溝橋  秋田 fuji42370 

山谷二号橋 宮城 fuji39194 

山谷堀橋  東京 fuji21077 

山端橋   京都 fuji29271 

山端橋   静岡 fuji08860 

山地橋   島根 fuji34596 

山中眼鏡橋（第一立川跨線 

道路橋）  東京 fuji21766 

山中橋   岐阜 fuji28270 

山中橋   熊本 fuji01352 

山中橋   鹿児 fuji22202 

山中橋   東京 fuji39220 

山中橋   北海 fuji45479 

山中川橋  大阪 fuji23225 

山鳥橋   宮城 fuji03825 

山津橋   和歌 fuji35572 

山津川橋  大分 fuji13437 

山添橋   奈良 fuji46730 

山田一号橋 長崎 fuji30863 

山田稲荷橋 広島 fuji06834 

山田橋   沖縄 fuji09948 

山田橋   岐阜 fuji39631 

山田橋   群馬 fuji06811 

山田橋   広島 fuji26129 

山田橋   高知 fuji26160 

山田橋   三重 fuji05888 

山田橋   鹿児 fuji21526 

山田橋   秋田 fuji46914 

山田橋   神奈 fuji25994 

山田橋   青森 fuji28922 

山田橋   千葉 fuji48042 

山田橋   大阪 fuji26088 

山田橋   大分 fuji01157 
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山田橋   徳島 fuji45975 

山田橋   富山 fuji24537 

山田橋   福岡 fuji42796 

山田橋   兵庫 fuji20397 

山田橋   北海 fuji39597 

山田橋（←川北橋）  

香川 fuji13691 

山田高架橋 大阪 fuji44019 

山田川橋  京都 fuji52942 

山田川橋  熊本 fuji17388 

山田川橋  群馬 fuji00431 

山田川橋  高知 fuji18305 

山田川橋  三重 fuji14195 

山田川橋  青森 fuji01728 

山田川橋  静岡 fuji25715 

山田川橋  大阪 fuji02429 

山田川橋  栃木 fuji40501 

山田川橋  富山 fuji06495 

山田川橋  福岡 fuji06252 

山田川橋  兵庫 fuji14630 

山田川橋  和歌 fuji08695 

山田二号橋 長崎 fuji30864 

山渡瀬橋  大分 fuji37159 

山都橋   福島 fuji11611 

山砥橋   鹿児 fuji21527 

山道橋   愛媛 fuji39558 

山道橋   神奈 fuji31532 

山道橋   長崎 fuji04626 

山内橋   滋賀 fuji45763 

山内橋   福岡 fuji35282 

山内川橋  愛媛 fuji18016 

山入川橋  福島 fuji37004 

山乃神橋  三重 fuji25028 

山之井川橋 福岡 fuji28906 

山之口架道橋 鹿児 fuji09589 

山之口川橋 宮崎 fuji14218 

山之上橋  滋賀 fuji47896 

山之神橋  愛媛 fuji25414 

山之神橋  香川 fuji22404 

山之神橋  大分 fuji15664 

山之川橋  鹿児 fuji44180 

山波橋   広島 fuji51315 

山波跨線橋 広島 fuji38492 

山鼻橋   福井 fuji14896 

山鼻橋   北海 fuji45878 

山彦橋（黒部橋）  

富山 fuji18420 

山部橋   福岡 fuji14926 

山部跨線橋 北海 fuji46891 

山部大橋  北海 fuji43724 

山伏橋   愛知 fuji49120 

山伏橋   鹿児 fuji01388 

山伏橋   静岡 fuji42423 

山伏橋（→薩摩山橋）  

鹿児 fuji35697 

山福橋   高知 fuji24183 

山辺橋   香川 fuji07788 

山辺橋   新潟 fuji31703 

山辺川橋  北海 fuji09057 

山辺大橋  大阪 fuji38472 

山辺里橋  新潟 fuji04980 

山北橋   神奈 fuji24686 

山北跨線橋 神奈 fuji52874 

山本橋   青森 fuji47049 

山本橋   東京 fuji20573 

山本橋   富山 fuji04370 

山本橋   北海 fuji28119 

山本橋（→上山本橋）  

神奈 fuji01916 

山本川橋  静岡 fuji02244 

山桝排水橋 北海 fuji33321 

山桝排水用水橋  

北海 fuji39427 

山名橋   東京 fuji03012 

山面橋   滋賀 fuji51825 

山毛欅沢橋 青森 fuji37684 

山夜橋   北海 fuji50635 

山野橋   広島 fuji29432 

山野橋   東京 fuji42395 

山野内橋  岐阜 fuji17023 

山野里大橋 兵庫 fuji09664 

山陽橋   北海 fuji25280 

山陽線跨線橋 岡山 fuji16790 

山梨子橋  大分 fuji50456 

山里の吊橋 東京 fuji01701 

山里橋   福島 fuji15160 

山立橋   三重 fuji27913 

山嶺橋   北海 fuji48483 

山路橋   岡山 fuji46460 

山路橋   高知 fuji43935 

山路橋   徳島 fuji40136 

山路川橋  岡山 fuji06341 

山脇橋   愛知 fuji25344 

山椒橋   山梨 fuji41392 

散布橋   北海 fuji04508 

散歩橋   北海 fuji46095 

桟の釣橋  長野 fuji12352 

桟掛橋   富山 fuji04785 

桟橋（かけ橋） 長野 fuji38672 

桟橋（懸橋） 長野 fuji00292 

桟山橋   長野 fuji11715 

桟子橋   青森 fuji07120 

桟沢橋   長野 fuji11731 

珊瑚橋   岩手 fuji11039 

産ケ沢橋  福島 fuji30680 

産化美唄橋 北海 fuji32620 

産開橋   大分 fuji44650 

産業橋   徳島 fuji29436 

産神社前眼鏡橋  

熊本 fuji19171 

算所橋   三重 fuji24348 

蚕桑橋   山形 fuji44274 

讃談橋（裁断橋） 

 愛知 fuji00214 

酸川橋   福島 fuji13019 

酸曹橋   東京 fuji22518 

残月橋   北海 fuji41038 

残堀橋   東京 fuji45922 

 

… シ … 
 

仕七川橋  愛媛 fuji42779 

仕出橋   徳島 fuji28767 

仕明橋   鹿児 fuji16588 

刺巻跨線橋 秋田 fuji52800 

司書橋   福岡 fuji30545 

史記が淵橋 徳島 fuji28964 

四ケ字橋  新潟 fuji46175 

四ツ屋跨線橋 長野 fuji29074 

四ツ小屋橋  秋田 fuji09555 

四ッ谷橋   茨城 fuji07549 

四ッ谷橋   東京 fuji21068 

四ツ谷橋  愛知 fuji11840 

四ツ谷橋  石川 fuji22303 

四ツ谷川橋  滋賀 fuji53102 

四ツ池高架橋 神奈 fuji51749 

四ツ塚橋  京都 fuji00691 

四ツ堀橋  群馬 fuji14286 

四ツ木橋・工事名（木根川橋） 

 東京 fuji52369 

四ツ木小橋  東京 fuji15994 

四ツ木陸橋  東京 fuji49560 

四ツ目橋（四之橋）  

東京 fuji00339 

四ツ柳橋  富山 fuji39035 

四ノ宮橋   京都 fuji44204 

四の宮川橋 滋賀 fuji53101 

四の橋   山梨 fuji40729 

四ノ瀬橋   滋賀 fuji15238 

四角谷橋  島根 fuji39380 

四釜橋   群馬 fuji42387 

四釜川橋  群馬 fuji18578 

四貫島高架橋 大阪 fuji53690 

四間橋   静岡 fuji33825 

四宮橋   京都 fuji17450 

四宮宿橋  東京 fuji44473 

四宮川橋  京都 fuji12415 

四橋    愛知 fuji31557 

四元橋   鹿児 fuji15677 

四戸橋   青森 fuji22210 

四戸川橋  長崎 fuji23294 

四号橋   北海 fuji21579 

四号線橋  北海 fuji12562 

四時橋   福島 fuji06845 

四手橋   高知 fuji26155 

四十一線橋 北海 fuji41599 

四十巻橋  青森 fuji38099 

四十九院橋 岐阜 fuji34928 

四十九号橋 北海 fuji30826 

四十九本橋 石川 fuji12083 

四十号橋  北海 fuji50180 

四十四線橋 北海 fuji44397 

四十四田ダム工事用橋 

 岩手 fuji43187 

四十七号橋 北海 fuji32290 

四十七号線橋 北海 fuji12564 

四十瀬橋  岡山 fuji30434 

四十日川橋 新潟 fuji16719 

四十八坂橋 岩手 fuji51608 

四十八瀬川橋 和歌 fuji25105 

四十八滝橋落橋   

岐阜 fuji31602 

四条駅橋  京都 fuji13749 

四条橋   京都 fuji00045 

四条橋   滋賀 fuji27010 

四条橋   大阪 fuji29581 

四条橋   北海 fuji37067 

四条高瀬橋 京都 fuji12904 

四条川橋  香川 fuji19459 

四条大橋  京都 fuji01474 

四条野橋  福岡 fuji30542 

四線橋   北海 fuji40940 

四線川橋  北海 fuji19024 

四谷見付橋 東京 fuji12759 

四丁河原架道橋  

静岡 fuji50014 

四丁目橋  北海 fuji32298 

四通橋   愛媛 fuji15063 

四通橋   広島 fuji32973 

四辻橋   京都 fuji20367 

四辻橋   高知 fuji41447 

四道橋   愛媛 fuji34761 

四徳大橋  長野 fuji49485 

四徳二号橋 長野 fuji47292 

四日市橋  三重 fuji32616 

四日市橋  長野 fuji41694 

四日市港可動橋（臨港橋）  

三重 fuji23493 

四日市川一号橋  

広島 fuji43919 

四日市川二号橋  

広島 fuji44200 

四之橋（四ツ目橋）  

東京 fuji00339 

四反町堀橋 宮城 fuji12854 

四反田橋  愛知 fuji33305 

四番橋   大阪 fuji32698 

四番川橋  北海 fuji48853 

四方寄跨道橋 熊本 fuji46758 

四方橋   福島 fuji33831 

四方見橋  徳島 fuji43504 

四本橋   島根 fuji35823 

四万十川橋（渡川橋）  

高知 fuji18519 

四万川橋  群馬 fuji04526 

四面橋   長崎 fuji04909 

四木橋   東京 fuji31783 

四流川橋  静岡 fuji26294 

四郎丸橋  長崎 fuji04622 

四郎橋   和歌 fuji17103 

士京橋（田の上橋）  

岐阜 fuji26204 

士狩橋   北海 fuji43350 

士別橋   北海 fuji15358 

士別跨線橋 北海 fuji48462 

士別川橋  北海 fuji09540 

士幌新橋  北海 fuji23633 

士勇武志内橋（→野付牛橋） 

 北海 fuji15982 

始神橋   三重 fuji19142 

姉ケ崎跨線橋 千葉 fuji29066 

姉ヶ崎川橋  千葉 fuji12470 

姉去橋   北海 fuji36688 

姉歯橋   岩手 fuji09630 

姉小路橋  京都 fuji10241 

姉沼橋   青森 fuji04307 

姉沼高架  青森 fuji50462 

姉川橋   滋賀 fuji04011 

姉茶橋   北海 fuji19082 

姉茶通学橋 北海 fuji18381 

姉別北橋  北海 fuji52713 

姿橋    埼玉 fuji53621 

姿川橋   栃木 fuji22895 

姿川第一避溢橋  

栃木 fuji22894 

姿川第二避溢橋  

栃木 fuji22896 

姿大橋   新潟 fuji49822 

子ノ口橋   青森 fuji43973 

子の神橋  神奈 fuji29213 

子の神橋  東京 fuji18764 

子ノ日橋   三重 fuji04805 

子安橋   愛媛 fuji21644 

子安橋   神奈 fuji02642 

子安橋   長野 fuji24594 

子安橋   東京 fuji39487 

子育橋   東京 fuji23721 

子浦新橋  石川 fuji28636 

子延橋   三重 fuji26065 

子吉橋   秋田 fuji02984 

子吉川橋  秋田 fuji16181 

子供の国橋 神奈 fuji53492 

子々口橋  宮城 fuji03254 

子飼橋   茨城 fuji11279 

子飼橋   熊本 fuji04636 

子捨川橋  宮城 fuji02084 

子洗橋   大分 fuji48833 

子草橋   高知 fuji49170 

子地倉橋  宮城 fuji49767 

子島橋   大阪 fuji02147 

子之新堀橋 埼玉 fuji21044 

子之神橋  東京 fuji37414 

子馬巣谷橋 福井 fuji50904 

子方橋   青森 fuji03766 

子野川橋  岐阜 fuji10894 

市ヶ谷橋  東京 fuji03867 

市ケ谷見附陸橋  

東京 fuji07030 
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市の橋   新潟 fuji21388 

市ノ原橋   大分 fuji21545 

市ノ向橋   島根 fuji04598 

市ノ江橋   香川 fuji42629 

市ノ坂橋   石川 fuji26619 

市の山橋  宮崎 fuji39573 

市ノ瀬の石橋（市ノ瀬橋）  

熊本 fuji04019 

市ノ瀬橋   鹿児 fuji39144 

市ノ瀬橋   大分 fuji43038 

市の瀬橋  長野 fuji19094 

市ノ瀬橋   和歌 fuji20401 

市ノ瀬橋（市ノ瀬の石橋）  

熊本 fuji04019 

市の川橋  埼玉 fuji05670 

市の沢街道跨線橋  

青森 fuji51909 

市の渡橋  北海 fuji49592 

市ノ渡村内橋 北海 fuji04933 

市井原橋  島根 fuji39535 

市宇橋   徳島 fuji13233 

市衛橋   愛知 fuji13976 

市岡橋   大阪 fuji20188 

市岡元町高架橋  

大阪 fuji46966 

市下橋   広島 fuji38331 

市萱第一橋（工事名）→三和 

大橋   福島 fuji51050 

市丸橋   兵庫 fuji33392 

市吉橋   鹿児 fuji14430 

市境高架  神奈 fuji46713 

市橋    香川 fuji44143 

市橋（→万里橋）  

大分 fuji03114 

市原橋   愛知 fuji38321 

市原橋   京都 fuji09784 

市原橋   熊本 fuji22425 

市原橋   島根 fuji38329 

市原橋   兵庫 fuji47904 

市原川橋  京都 fuji20112 

市御前橋 兵庫 fuji24370 

市荒川大橋（小舟渡橋）  

福井 fuji52386 

市坂下橋  千葉 fuji29944 

市子橋   滋賀 fuji44544 

市鹿野橋  和歌 fuji40876 

市柴橋   鹿児 fuji10422 

市柴川橋  鹿児 fuji18033 

市初橋   徳島 fuji44608 

市城橋   群馬 fuji38635 

市場架道橋 福井 fuji14891 

市場橋   愛媛 fuji40435 

市場橋   岐阜 fuji20102 

市場橋   京都 fuji52165 

市場橋   神奈 fuji20053 

市場橋   静岡 fuji06047 

市場橋   大分 fuji26183 

市場橋   島根 fuji26740 

市場橋   東京 fuji18584 

市場橋   徳島 fuji17580 

市場橋   兵庫 fuji33389 

市場川橋  愛媛 fuji11463 

市場川橋  長野 fuji26643 

市場前架道橋 神奈 fuji18621 

市場村橋  神奈 fuji02641 

市場沢橋  長野 fuji44724 

市場裏架道橋 神奈 fuji18620 

市尻橋（→吉賀橋）  

島根 fuji23251 

市瀬橋   岐阜 fuji53810 

市瀬橋   鳥取 fuji44575 

市瀬橋   徳島 fuji04479 

市川橋   愛知 fuji33923 

市川橋   宮城 fuji02511 

市川橋   山口 fuji17468 

市川橋   青森 fuji04061 

市川橋   長野 fuji06936 

市川橋   兵庫 fuji03085 

市川橋（←江戸川橋）  

東京 fuji10330 

市川小橋  長野 fuji12254 

市川新橋（←大正橋）  

兵庫 fuji39370 

市代橋   愛知 fuji24041 

市代橋（大井川橋）  

静岡 fuji27467 

市棚跨線橋 九州 fuji47187 

市棚桟道橋 宮崎 fuji47166 

市谷水管橋 東京 fuji22929 

市中橋   新潟 fuji50556 

市坪橋   愛媛 fuji42064 

市庭橋   山口 fuji37474 

市田川橋  和歌 fuji12912 

市電跨線橋 京都 fuji20145 

市渡瀬橋  宮崎 fuji41902 

市頭橋   広島 fuji44355 

市道橋   滋賀 fuji09663 

市道足仲線架道橋  

群馬 fuji19303 

市之橋   神奈 fuji20698 

市之坂橋  鹿児 fuji27151 

市之瀬橋  岐阜 fuji29473 

市之瀬橋  鹿児 fuji53927 

市之瀬橋  神奈 fuji31529 

市之瀬橋  長野 fuji09658 

市之瀬橋  和歌 fuji28491 

市之倉橋  山梨 fuji38153 

市之倉口橋（陶心橋）  

岐阜 fuji28643 

市納橋   宮崎 fuji30640 

市波橋   福井 fuji28856 

市姫橋（→金津橋）  

福井 fuji13396 

市姫橋（金津大橋）  

福井 fuji00947 

市伏内橋  北海 fuji47230 

市平橋   大分 fuji18462 

市万田橋  大分 fuji17737 

市木橋   愛知 fuji15652 

市野橋   秋田 fuji41917 

市野橋   静岡 fuji52920 

市野瀬橋  高知 fuji29335 

市野々橋  高知 fuji46498 

市野々橋  鹿児 fuji01438 

市野々太鼓橋 鹿児 fuji30160 

市野々第一橋 高知 fuji24186 

市野々第二橋 高知 fuji29334 

市役所橋  大阪 fuji32254 

市和田橋  群馬 fuji29401 

師山橋   宮城 fuji31504 

師団橋   京都 fuji19404 

志の崎橋  埼玉 fuji30946 

志んみなと橋 沖縄 fuji35642 

志ん橋   愛知 fuji28653 

志安橋（食場の石橋）  

熊本 fuji03992 

志屋橋   熊本 fuji51020 

志賀橋   愛知 fuji36958 

志賀島橋  福岡 fuji23085 

志期（紀？）跨線橋  

大阪 fuji53109 

志貴野橋  愛知 fuji52362 

志貴野橋  富山 fuji37224 

志久見橋  長野 fuji44328 

志久見川橋 長野 fuji01368 

志久呂橋  京都 fuji37451 

志原橋   三重 fuji06970 

志原川橋  三重 fuji29964 

志戸川橋  奈良 fuji27049 

志佐川橋  長崎 fuji27130 

志々見橋  石川 fuji47840 

志寸川橋  北海 fuji46854 

志川橋   愛媛 fuji10674 

志村橋   東京 fuji23639 

志谷橋   鳥取 fuji44584 

志谷川橋  島根 fuji26208 

志段味高架橋 愛知 fuji51088 

志鳥谷橋  岡山 fuji18684 

志津川橋  福井 fuji14055 

志田橋   宮城 fuji04744 

志登茂川橋 三重 fuji13867 

志都呂橋  静岡 fuji38452 

志度第二橋 香川 fuji18247 

志比田橋  宮崎 fuji50331 

志比田川橋 宮崎 fuji12946 

志比内橋  北海 fuji33719 

志比内登山橋 北海 fuji21664 

志尾里橋  佐賀 fuji53905 

志美宇橋  北海 fuji44216 

志美津橋  東京 fuji25984 

志富川橋  福島 fuji31691 

志布志陸橋 鹿児 fuji18040 

志文橋   北海 fuji46840 

志文川橋  兵庫 fuji26661 

志幌橋   北海 fuji38817 

志満橋   北海 fuji42110 

志免橋   福岡 fuji21498 

志茂橋   東京 fuji14289 

志野谷橋  大阪 fuji36188 

志呂橋   岡山 fuji49583 

志和橋   岩手 fuji50507 

志和田橋  山口 fuji16483 

志渕内橋  秋田 fuji50080 

思案橋   愛知 fuji12158 

思案橋   広島 fuji27332 

思案橋   高知 fuji18871 

思案橋   三重 fuji01007 

思案橋   鹿児 fuji15674 

思案橋   長崎 fuji00137 

思案橋   福岡 fuji19616 

思案橋   兵庫 fuji00247 

思案橋(→小網橋)  

東京 fuji09749 

思案橋（→大手橋）  

大阪 fuji03629 

思案橋（→白川橋） 

熊本 fuji05098 

思案橋（西氏橋）  

山口 fuji00575 

思案橋（渡地思案橋）  

沖縄 fuji00945 

思川橋   滋賀 fuji40260 

思川橋   鹿児 fuji09000 

思川側（三国橋）  

茨城 fuji03121 

思楕橋   大阪 fuji37126 

指橋    宮城 fuji02078 

指月橋   山口 fuji40132 

指月橋   鹿児 fuji21523 

指月橋   福岡 fuji25496 

指首野川橋 山形 fuji50211 

指場橋   福岡 fuji19612 

支安平橋  北海 fuji33290 

支倉橋（澱橋） 宮城 fuji00506 

支度川橋  埼玉 fuji24672 

支湧別川橋 北海 fuji20968 

支流橋   北海 fuji49722 

施所橋   愛知 fuji20888 

施無畏橋  熊本 fuji03993 

枝温内川橋 北海 fuji19023 

枝光橋   福岡 fuji21783 

枝川橋   東京 fuji21685 

枝川橋   兵庫 fuji17956 

枝川橋   北海 fuji48469 

枝野橋（←角田橋）  

宮城 fuji21674 

止若橋   北海 fuji10469 

止若内橋  北海 fuji41918 

止上橋   鹿児 fuji37367 

止別川橋  北海 fuji01648 

氏永第一避溢橋  fuji46046 

氏永第二避溢橋  fuji46047 

氏下手橋  徳島 fuji19723 

氏家跨線橋 栃木 fuji43449 

氏家大橋（向河原橋）  

栃木 fuji44891 

氏神橋   兵庫 fuji25089 

獅子飛橋（鹿跳橋）  

滋賀 fuji07406 

獅子平下橋 山梨 fuji24440 

獅子平橋  山梨 fuji31030 

獅子平前橋 山梨 fuji27418 

私都川橋  鳥取 fuji15105 

糸の掛橋  和歌 fuji27053 

糸井橋   兵庫 fuji50965 

糸郷谷橋  宮崎 fuji09491 

糸繰川橋  茨城 fuji12880 

糸崎橋   岡山 fuji13983 

糸崎第一跨線橋  

広島 fuji44599 

糸崎第二跨線橋  

広島 fuji38811 

糸川橋   静岡 fuji26048 

糸川橋   北海 fuji41612 

糸谷橋   富山 fuji26012 

糸田橋   福岡 fuji43942 

糸田陸橋  福岡 fuji51707 

糸流橋   秋田 fuji42368 

紙屋川橋  京都 fuji17449 

紙漉橋   愛知 fuji09036 

紙漉川橋  三重 fuji12041 

紙漉沢橋  青森 fuji41345 

紙洗橋   東京 fuji21115 

紫雲寺橋  岡山 fuji36742 

紫雲寺橋  新潟 fuji26778 

紫原立橋  鹿児 fuji50843 

紫合橋   兵庫 fuji28705 

紫川橋   愛知 fuji45705 

紫川橋   福岡 fuji19469 

紫川橋（陸軍橋）  

福岡 fuji25182 

紫波橋（←平井橋）  

岩手 fuji09702 

紫流橋   奈良 fuji32838 

至誠橋   島根 fuji27321 

雌鹿橋   北海 fuji39421 

飼所橋   長崎 fuji06208 

歯長橋   愛媛 fuji43664 

歯朶ケ沢橋  静岡 fuji33919 

似峡橋   北海 fuji52747 

似多橋   京都 fuji30149 

似島橋   岩手 fuji09631 

似平橋   北海 fuji44229 

侍橋    神奈 fuji28168 

侍従橋   神奈 fuji33892 

児玉橋   長野 fuji24600 

児捨川橋  宮城 fuji28122 

字穴橋   栃木 fuji26199 
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字見橋   京都 fuji38805 

字大堀橋  滋賀 fuji07402 

寺の下橋  宮崎 fuji21819 

寺の前橋  福岡 fuji38224 

寺ノ前川橋  岡山 fuji09932 

寺の沢橋  秋田 fuji47254 

寺の内架道橋 兵庫 fuji14300 

寺井橋   香川 fuji19455 

寺井橋   佐賀 fuji29717 

寺越橋   香川 fuji33412 

寺岡眼鏡橋 熊本 fuji01423 

寺下橋   香川 fuji48969 

寺下橋   山梨 fuji40234 

寺下橋   神奈 fuji33202 

寺下橋   福島 fuji42860 

寺家橋   富山 fuji27881 

寺間橋   群馬 fuji36713 

寺間沢橋  群馬 fuji30519 

寺久保橋  滋賀 fuji13161 

寺橋    岡山 fuji46459 

寺橋    岐阜 fuji39632 

寺橋    広島 fuji39268 

寺橋    香川 fuji41777 

寺橋    青森 fuji02473 

寺橋    徳島 fuji33951 

寺橋（久玉の石橋）  

熊本 fuji04459 

寺橋（小宮地の石橋）  

熊本 fuji04661 

寺元橋   岡山 fuji11020 

寺後橋   鹿児 fuji09052 

寺坂橋   埼玉 fuji05641 

寺坂橋   三重 fuji04811 

寺崎架道橋 新潟 fuji30615 

寺作橋   福岡 fuji32407 

寺作橋   福島 fuji12109 

寺山橋   鹿児 fuji50840 

寺山橋   大分 fuji44175 

寺山橋   徳島 fuji24398 

寺子橋   栃木 fuji39472 

寺師橋   滋賀 fuji30096 

寺小野橋  熊本 fuji35158 

寺床橋   鹿児 fuji18206 

寺前橋   愛知 fuji36734 

寺前橋   岐阜 fuji04036 

寺前橋   群馬 fuji09965 

寺前橋   香川 fuji33411 

寺前橋   徳島 fuji29323 

寺前橋   奈良 fuji22374 

寺前橋   和歌 fuji15245 

寺村橋   高知 fuji15292 

寺沢橋   宮城 fuji04080 

寺沢橋   埼玉 fuji12129 

寺沢橋   山梨 fuji40091 

寺沢橋   秋田 fuji12214 

寺沢橋   神奈 fuji53423 

寺沢大橋  秋田 fuji07349 

寺谷橋   三重 fuji05280 

寺谷橋   鳥取 fuji42979 

寺地橋（瀬波橋）  

東京 fuji41315 

寺中橋   静岡 fuji45345 

寺町橋   愛知 fuji11834 

寺町橋   京都 fuji14552 

寺町橋   大阪 fuji19147 

寺町堀橋  新潟 fuji20089 

寺津橋   富山 fuji10989 

寺津片橋  富山 fuji24327 

寺庭橋   秋田 fuji47784 

寺田橋   岩手 fuji42520 

寺田橋   宮城 fuji47440 

寺田橋   京都 fuji48938 

寺田橋   三重 fuji03915 

寺田橋   鹿児 fuji53925 

寺田川橋  静岡 fuji05724 

寺土橋   香川 fuji40649 

寺島橋（伏木橋）  

富山 fuji04369 

寺島避溢橋 新潟 fuji48754 

寺道跨線橋 北海 fuji17246 

寺内橋   福岡 fuji23279 

寺畑橋   富山 fuji04160 

寺尾橋   群馬 fuji24888 

寺尾橋   香川 fuji14083 

寺尾橋   静岡 fuji21151 

寺尾橋   長野 fuji14356 

寺尾橋（→川中島橋）  

長野 fuji02029 

寺木橋   宮城 fuji02081 

寺野橋   高知 fuji45997 

寺林橋   秋田 fuji28152 

寺渕橋   三重 fuji19701 

慈恩寺橋  沖縄 fuji00078 

慈恩寺橋  山形 fuji37391 

慈善橋   三重 fuji06413 

慈尊院橋  和歌 fuji30431 

持影橋   奈良 fuji40128 

持越橋   福井 fuji14051 

持寄川橋  福島 fuji29061 

持久橋   鳥取 fuji41757 

持子沢橋  青森 fuji08141 

持世寺橋  山口 fuji15186 

持谷橋   岡山 fuji08888 

持中橋   三重 fuji50741 

持田川橋  埼玉 fuji16208 

持留橋   鹿児 fuji27153 

時雨橋   東京 fuji21603 

時雨橋   北海 fuji38706 

時間橋   大分 fuji41954 

時志川橋  愛知 fuji34716 

時松茅場橋 大分 fuji39569 

時友橋   広島 fuji00741 

時友橋   香川 fuji24174 

次第浜橋  新潟 fuji53307 

次郎丸橋  愛媛 fuji53523 

次郎橋   香川 fuji45984 

次郎四郎橋 大阪 fuji29014 

滋恵橋   北海 fuji52763 

治久橋   東京 fuji03567 

治水橋   埼玉 fuji19758 

治水橋   北海 fuji31093 

治水土運線第一跨線橋  

北海 fuji19276 

治田１号跨道橋  

三重 fuji47502 

治田２号跨道橋  

三重 fuji47347 

示野橋   石川 fuji38428 

耳の根橋  大分 fuji19885 

耳橋    鳥取 fuji05906 

耳原橋   大阪 fuji22086 

耳原南部橋 大阪 fuji44211 

耳原避溢橋 大阪 fuji44013 

耳語橋   福島 fuji37960 

耳取橋   岩手 fuji37079 

耳取跨線橋 岩手 fuji41188 

耳川橋   宮崎 fuji15836 

耳川橋   福井 fuji07169 

耳川水路橋 福井 fuji35436 

自在橋   青森 fuji04943 

蒔田橋   岩手 fuji27800 

蒔田橋   神奈 fuji02125 

蒔田橋   青森 fuji14937 

蒔田水管橋 神奈 fuji20048 

汐井川橋  熊本 fuji34304 

汐汲橋   神奈 fuji31789 

汐見橋   愛知 fuji34849 

汐見橋   宮崎 fuji43962 

汐見橋   宮城 fuji42358 

汐見橋   香川 fuji07785 

汐見橋   鹿児 fuji06599 

汐見橋   神奈 fuji34035 

汐見橋   千葉 fuji29204 

汐見橋   大阪 fuji00533 

汐見橋   東京 fuji00481 

汐見橋   福井 fuji01012 

汐見橋   和歌 fuji37456 

汐見跨線橋 北海 fuji52512 

汐見川橋  宮崎 fuji15835 

汐合橋   三重 fuji05036 

汐合川橋（五十鈴川橋）  

三重 fuji12031 

汐合川避溢橋 三重 fuji12037 

汐止橋   千葉 fuji07236 

汐時橋   東京 fuji22015 

汐首橋   北海 fuji30139 

汐首陸橋  北海 fuji30561 

汐先橋   東京 fuji02543 

汐滝橋   大阪 fuji17716 

汐入橋   愛媛 fuji29712 

汐入橋   東京 fuji03866 

汐入橋   徳島 fuji21481 

汐入橋   福岡 fuji50814 

汐入橋   和歌 fuji08482 

汐入川橋  香川 fuji20642 

汐入川橋  神奈 fuji21857 

汐入川橋  徳島 fuji21262 

汐浜運河橋 東京 fuji49981 

汐浜橋   東京 fuji33738 

汐留橋   愛媛 fuji26327 

汐留橋   広島 fuji40276 

汐留橋   東京 fuji03856 

汐留橋架道橋 東京 fuji36252 

汐路橋   東京 fuji15843 

鹿ケ谷御殿前橋(七号橋)  

京都 fuji09597 

鹿ノ子橋   東京 fuji34683 

鹿の川橋  兵庫 fuji42972 

鹿の谷橋  北海 fuji50636 

鹿ノ湯橋   東京 fuji41664 

鹿ノ尾橋   長崎 fuji26799 

鹿浦川橋  鹿児 fuji13596 

鹿越橋   北海 fuji16983 

鹿越大橋  北海 fuji48083 

鹿塩橋   長野 fuji26024 

鹿屋橋   鹿児 fuji20286 

鹿化橋   三重 fuji10823 

鹿関橋   滋賀 fuji06176 

鹿帰瀬橋  熊本 fuji34209 

鹿教湯橋  長野 fuji19542 

鹿曲川橋  長野 fuji06934 

鹿隈橋   香川 fuji50440 

鹿原橋   宮城 fuji02962 

鹿口橋   佐賀 fuji06431 

鹿糠跨線橋 岩手 fuji18337 

鹿糠川橋  岩手 fuji17858 

鹿行大橋  茨城 fuji51249 

鹿子浦橋  富山 fuji39653 

鹿子橋   東京 fuji21606 

鹿子田橋  鹿児 fuji27158 

鹿狩戸橋  宮崎 fuji12439 

鹿沼第一陸橋 栃木 fuji21014 

鹿沼第三陸橋 栃木 fuji21018 

鹿沼第二陸橋 栃木 fuji21016 

鹿省橋   北海 fuji39420 

鹿乗橋   愛知 fuji11507 

鹿瀬橋   岡山 fuji11874 

鹿瀬橋   新潟 fuji33575 

鹿生橋   群馬 fuji49453 

鹿生野橋  熊本 fuji01383 

鹿折橋   岐阜 fuji40398 

鹿折橋   宮城 fuji27388 

鹿折大橋  宮城 fuji32213 

鹿倉橋   岐阜 fuji27262 

鹿倉橋   秋田 fuji51616 

鹿倉沢橋（しがくら沢橋）  

岩手 fuji38664 

鹿村第一橋 埼玉 fuji16705 

鹿村拱橋  埼玉 fuji16542 

鹿台橋   埼玉 fuji39215 

鹿谷川橋  福井 fuji13456 

鹿町橋   佐賀 fuji19167 

鹿町川橋  長崎 fuji28914 

鹿跳橋（獅子飛橋）  

滋賀 fuji07406 

鹿追橋（二十五間橋）  

北海 fuji37301 

鹿爪橋   長崎 fuji04858 

鹿庭橋   香川 fuji40645 

鹿田橋   岡山 fuji12634 

鹿渡橋   秋田 fuji42369 

鹿渡橋   新潟 fuji19365 

鹿島一号橋 北海 fuji42088 

鹿島橋   愛媛 fuji53891 

鹿島橋   宮城 fuji29167 

鹿島橋   佐賀 fuji41791 

鹿島橋   三重 fuji28656 

鹿島橋   山梨 fuji40744 

鹿島橋   静岡 fuji28388 

鹿島橋   千葉 fuji11059 

鹿島橋   東京 fuji13643 

鹿島橋   栃木 fuji33487 

鹿島橋   福島 fuji13953 

鹿島橋   北海 fuji40456 

鹿島神宮橋 茨城 fuji41643 

鹿島川橋  佐賀 fuji22173 

鹿島川橋  長野 fuji10744 

鹿島大橋  長野 fuji37112 

鹿島田跨線橋 神奈 fuji20869 

鹿入橋   栃木 fuji34538 

鹿白谷橋  大阪 fuji19780 

鹿尾橋   長崎 fuji09455 

鹿浜橋   東京 fuji46749 

鹿部橋   北海 fuji40024 

鹿別橋   北海 fuji37174 

鹿本橋   東京 fuji34483 

鹿又橋（天王橋） 

 宮城 fuji25450 

鹿又跨線橋 宮城 fuji52779 

鹿鳴橋   大分 fuji11959 

鹿鳴橋   北海 fuji38974 

鹿野橋   京都 fuji51459 

鹿野橋   鳥取 fuji00205 

鹿野川橋  愛媛 fuji26152 

鹿野川大橋 愛媛 fuji28024 

鹿野大橋  鳥取 fuji28492 

鹿野沢橋  群馬 fuji20005 

鹿野沢橋  山梨 fuji09969 

鹿野籠橋  群馬 fuji03278 

鹿留川水路橋 山梨 fuji15298 

鹿路橋   熊本 fuji01318 

鹿狼橋   広島 fuji11754 

鹿老橋   徳島 fuji10507 

鹿老渡橋  徳島 fuji05332 

式南橋   佐賀 fuji32867 

式敷橋（元江川橋）  

広島 fuji33592 

鴫谷橋   広島 fuji35582 



 ５７ 

鴫谷川一号橋 広島 fuji43920 

鴫谷川橋  広島 fuji42606 

鴫東橋   大阪 fuji45773 

鴫野橋   宮崎 fuji52233 

鴫野橋   大阪 fuji02828 

鴫野大橋  大阪 fuji41094 

宍科橋   宮城 fuji02283 

宍喰屋橋  大阪 fuji00234 

宍喰橋   徳島 fuji33629 

宍栗橋   兵庫 fuji26101 

宍戸橋   茨城 fuji21344 

雫石川橋  岩手 fuji06021 

七ケ町村堀橋 群馬 fuji30176 

七ツ館橋  青森 fuji32625 

七ノ橋   岩手 fuji18952 

七の橋   北海 fuji22492 

七井橋（←中の橋）  

東京 fuji33883 

七浦橋   福岡 fuji35451 

七海橋   石川 fuji26618 

七釜橋   兵庫 fuji29564 

七釜谷橋  愛媛 fuji06884 

七間橋   香川 fuji22405 

七久保沢水路橋  

栃木 fuji16074 

七久里橋  長野 fuji23344 

七郷橋   宮城 fuji02519 

七郷橋   大阪 fuji33934 

七郷川橋  宮城 fuji13822 

七曲り３の橋 神奈 fuji42661 

七曲り二の橋 神奈 fuji42056 

七曲橋   群馬 fuji22920 

七曲橋   北海 fuji45011 

七曲橋（大利橋）  

岐阜 fuji46597 

七戸橋   青森 fuji02947 

七戸川橋（小川町橋）  

青森 fuji01240 

七戸川大橋（小川町橋）  

青森 fuji00806 

七五三橋  北海 fuji44034 

七江橋   北海 fuji39853 

七号橋   北海 fuji16969 

七号橋(鹿ケ谷御殿前橋)  

京都 fuji09597 

七座橋   秋田 fuji12661 

七財橋   北海 fuji04486 

七山橋   佐賀 fuji23556 

七宗橋   岐阜 fuji42000 

七十二峰橋 富山 fuji34038 

七笑橋   長野 fuji06609 

七障子橋  熊本 fuji11358 

七条橋   京都 fuji05045 

七条跨線橋 京都 fuji33715 

七条大橋  京都 fuji04397 

七条陸橋  京都 fuji35376 

七森橋   福島 fuji36559 

七瀬橋   京都 fuji20371 

七瀬川橋  山口 fuji17726 

七瀬谷橋  宮崎 fuji27144 

七折橋   岩手 fuji38386 

七折橋   福島 fuji51493 

七折沢橋  山形 fuji32927 

七川橋   新潟 fuji28172 

七川橋   富山 fuji22301 

七線橋   北海 fuji51191 

七倉橋   大分 fuji32455 

七村橋   鹿児 fuji16594 

七代橋   鹿児 fuji19189 

七谷切橋  新潟 fuji42057 

七日橋   宮城 fuji03797 

七入橋   福島 fuji42703 

七反田避溢橋 京都 fuji02395 

七板橋   和歌 fuji18841 

七番橋   宮城 fuji02517 

七福橋   東京 fuji31786 

七福小橋  大阪 fuji46555 

七兵衛脇橋 東京 fuji01580 

七保橋   山梨 fuji14619 

七保大橋  三重 fuji23618 

七穂橋（根岸橋）  

新潟 fuji31535 

七峰橋   北海 fuji51117 

七北田橋  宮城 fuji04106 

七北田川橋 宮城 fuji18275 

七本松橋  香川 fuji34200 

七本松橋  東京 fuji19760 

七面川橋  千葉 fuji14518 

七木橋   北海 fuji35890 

七夜橋   北海 fuji46680 

七夕橋   福岡 fuji34770 

七里橋   岐阜 fuji46717 

七里橋   熊本 fuji25211 

七里橋   大分 fuji00329 

七里川橋  大分 fuji01058 

室ノ道架道橋 兵庫 fuji03451 

室園橋   佐賀 fuji15506 

室屋橋   鹿児 fuji41466 

室河奥橋  和歌 fuji45968 

室見橋   福岡 fuji02020 

室原橋   熊本 fuji50921 

室原橋   島根 fuji28494 

室原橋   福島 fuji25294 

室山橋   岐阜 fuji47687 

室生路橋  奈良 fuji24810 

室石橋   群馬 fuji40048 

室川橋   愛媛 fuji09281 

室倉橋   群馬 fuji47453 

室沢橋   群馬 fuji23949 

室島橋   新潟 fuji14722 

室尾橋   岡山 fuji24382 

室淵橋   群馬 fuji30079 

室野橋   静岡 fuji10882 

湿化味橋  東京 fuji39482 

漆戸橋   山梨 fuji24439 

漆山橋   山形 fuji03836 

漆瀬橋   愛知 fuji14729 

漆川橋   熊本 fuji10959 

漆川橋   徳島 fuji39951 

漆沢橋   山形 fuji13338 

漆洞橋   岐阜 fuji48926 

漆野橋   静岡 fuji27905 

質美川橋  京都 fuji11549 

実橋    宮城 fuji02707 

実橋    北海 fuji38954 

実郷橋   北海 fuji31090 

実習橋   北海 fuji53738 

実正の渡し  群馬 fuji01752 

実生橋   山形 fuji27806 

実川橋   新潟 fuji13277 

実沢橋   宮城 fuji21588 

実田橋   北海 fuji43366 

篠ノ井橋   長野 fuji02024 

篠井橋   長野 fuji00567 

篠原橋   愛知 fuji21164 

篠原橋   神奈 fuji34806 

篠原高架橋 神奈 fuji51746 

篠崎橋   宮城 fuji02709 

篠山橋   群馬 fuji24877 

篠川橋   愛媛 fuji27357 

篠束橋   愛知 fuji46674 

篠谷橋   鳥取 fuji47915 

篠津２号橋  埼玉 fuji53028 

篠津一号橋 埼玉 fuji48512 

篠津橋   北海 fuji04935 

篠田橋   滋賀 fuji36419 

篠目川橋  山口 fuji14636 

篠路中央橋 北海 fuji42515 

柴（芝）崎橋 千葉 fuji39012 

柴橋    奈良 fuji38752 

柴原橋   福島 fuji13534 

柴江橋   鹿児 fuji20821 

柴崎橋   福島 fuji29032 

柴崎川橋  千葉 fuji14190 

柴山跨線橋 山形 fuji43791 

柴折谷橋  徳島 fuji26715 

柴倉橋   福島 fuji34893 

柴倉沢橋  秋田 fuji16681 

柴田屋橋  富山 fuji22299 

柴島架道橋 大阪 fuji30920 

柴島高架橋 大阪 fuji17947 

柴尾橋   高知 fuji13587 

柴野跨線橋 岩手 fuji49054 

芝ノ沢橋   群馬 fuji11387 

芝浦海岸通り高架橋 

 東京 fuji43697 

芝浦橋   東京 fuji33793 

芝浦第一鉄橋（竹芝橋）  

東京 fuji16851 

芝浦第三鉄橋（八千代橋） 

 東京 fuji16854 

芝浦第四鉄橋（藻塩橋）  

東京 fuji16853 

芝浦第二鉄橋（芝潟橋）  

東京 fuji16852 

芝園橋   東京 fuji06917 

芝開用水橋 東京 fuji42275 

芝潟橋（芝浦第二鉄橋）  

東京 fuji16852 

芝宮橋（川合橋）  

静岡 fuji17677 

芝宮新橋  静岡 fuji14109 

芝橋    東京 fuji01848 

芝橋架道橋 東京 fuji45280 

芝原橋   石川 fuji35431 

芝原橋   徳島 fuji30451 

芝口橋（→新橋）  

東京 fuji01768 

芝口橋架道橋 東京 fuji36250 

芝口町橋高架橋  

東京 fuji36486 

芝崎橋   山口 fuji15610 

芝崎橋   千葉 fuji10543 

芝生谷橋  徳島 fuji50782 

芝川橋   埼玉 fuji32790 

芝川橋   静岡 fuji05197 

芝川新橋  静岡 fuji11934 

芝川新橋（←羽鮒橋）  

静岡 fuji11934 

芝草橋   山梨 fuji33017 

芝町陸橋  静岡 fuji26206 

芝堤橋   鹿児 fuji09050 

芝田橋   兵庫 fuji20390 

芝富橋   静岡 fuji11496 

芝野橋   秋田 fuji52071 

射兼川橋  北海 fuji16673 

射止橋   北海 fuji45222 

射場橋   長崎 fuji07964 

射水橋（←能町橋）  

富山 fuji04789 

斜橋    北海 fuji46075 

斜陽橋   北海 fuji46066 

斜里橋   北海 fuji05176 

斜里川橋  北海 fuji17824 

斜里川避溢橋 北海 fuji17825 

斜里大橋  北海 fuji39724 

社山用水橋 静岡 fuji05731 

社川橋   福島 fuji09724 

社台橋   北海 fuji05212 

社谷橋   福井 fuji24329 

社名淵橋  北海 fuji38957 

紗那橋   北海 fuji05456 

謝花橋   沖縄 fuji10394 

謝名橋   沖縄 fuji09947 

謝名国橋（１） 沖縄 fuji00725 

謝名国橋（２） 沖縄 fuji00726 

謝名国橋（３） 沖縄 fuji00727 

車屋橋   宮崎 fuji07454 

車屋橋   三重 fuji53839 

車帰橋   熊本 fuji43235 

車橋    広島 fuji15289 

車橋    神奈 fuji19256 

車橋    大分 fuji01322 

車橋    長野 fuji03603 

車橋    東京 fuji01786 

車橋（岩戸橋） 大分 fuji04882 

車坂橋（←両大師橋）  

東京 fuji20022 

車坂跨線橋 東京 fuji16653 

車坂跨線人道橋  

東京 fuji53779 

車場川橋  新潟 fuji07643 

車瀬橋   高知 fuji25180 

車瀬橋   兵庫 fuji14695 

車川橋   福島 fuji09650 

車田橋   愛媛 fuji41445 

車道跨線橋 岩手 fuji39330 

車門橋   岩手 fuji46288 

車力橋   青森 fuji30325 

蛇ケ橋（小巖橋） 

 山形 fuji03688 

蛇ケ見橋  群馬 fuji25946 

蛇ケ崎橋  宮城 fuji02728 

蛇ノ崎橋   秋田 fuji07344 

蛇の首橋  広島 fuji53867 

蛇葛橋   大分 fuji45820 

蛇砂橋   愛知 fuji45688 

蛇砂橋   滋賀 fuji45764 

蛇砂川第一避溢橋 

  fuji45843 

蛇砂川第二避溢橋 

  fuji46050 

蛇子沢橋  新潟 fuji48371 

蛇川橋   三重 fuji28663 

蛇川用水橋 群馬 fuji11614 

蛇走沢橋  岩手 fuji15754 

蛇走沢川橋 岩手 fuji42218 

蛇脱沢橋  長野 fuji11311 

蛇谷橋   岡山 fuji10599 

蛇谷橋   滋賀 fuji22344 

蛇田橋（竈門橋） 

 熊本 fuji15661 

蛇渡橋   青森 fuji46899 

蛇湯橋   宮城 fuji14484 

蛇尾橋   栃木 fuji18971 

蛇尾川橋  栃木 fuji14766 

蛇淵橋   福岡 fuji21894 

蛇淵橋（八木谷第二橋）  

兵庫 fuji48566 

蛇崩下橋  東京 fuji29094 

蛇崩川立体橋 東京 fuji49625 

蛇堀橋（→与良大橋）  

長野 fuji00694 

蛇木橋（美女ケ平橋） 

 埼玉 fuji46587 

蛇目橋   北海 fuji30314 

蛇渕川橋  愛媛 fuji38338 

借宿橋   栃木 fuji17119 



 ５８ 

尺岳川橋  福岡 fuji38928 

尺間橋   大分 fuji42799 

尺女橋   大阪 fuji26089 

尺別橋   北海 fuji42207 

尺里橋   神奈 fuji29946 

尺里川橋  神奈 fuji52862 

杓子沢橋  長野 fuji48779 

釈迦ケ池橋  大阪 fuji43692 

釈迦堂橋  宮城 fuji52065 

釈迦堂橋  埼玉 fuji26906 

釈迦堂橋  鹿児 fuji47985 

釈迦堂川橋 福島 fuji35265 

釈泉寺橋  富山 fuji28251 

錫杖川橋  長野 fuji11301 

若井橋   高知 fuji47543 

若宮井路橋 大分 fuji08650 

若宮井路鏡水路橋 

 大分 fuji11178 

若宮橋   岐阜 fuji33372 

若宮橋   京都 fuji36423 

若宮橋   香川 fuji35607 

若宮橋   鹿児 fuji18474 

若宮橋   大阪 fuji51678 

若宮橋   大分 fuji40151 

若宮橋   長崎 fuji04423 

若宮橋   島根 fuji40625 

若宮橋   東京 fuji02784 

若宮橋   徳島 fuji35408 

若宮川橋（犬鳴川橋）  

福岡 fuji06279 

若狭海道架道橋  

京都 fuji11742 

若狭野橋  兵庫 fuji41013 

若栗橋   群馬 fuji34673 

若戸大橋  福岡 fuji41916 

若江跨線橋 大阪 fuji28073 

若菜橋   長崎 fuji06215 

若菜橋   福岡 fuji19487 

若菜橋   兵庫 fuji09792 

若桜街道陸橋 鳥取 fuji15104 

若桜橋   鳥取 fuji00208 

若桜川橋  鳥取 fuji22112 

若山橋   三重 fuji44542 

若松街道架道橋  

宮城 fuji50520 

若松橋   鹿児 fuji34120 

若松橋   石川 fuji38429 

若松橋   徳島 fuji17683 

若松橋（←野付牛橋）  

北海 fuji15982 

若松大橋  徳島 fuji41430 

若森高架橋 愛知 fuji46037 

若神子橋  山形 fuji47793 

若身橋（旧） 静岡 fuji18798 

若須谷橋  福井 fuji42566 

若水橋   福島 fuji49240 

若水跨線橋 北海 fuji33723 

若杉橋   鳥取 fuji51310 

若草橋   北海 fuji47014 

若草川橋  北海 fuji17829 

若竹橋   愛知 fuji31104 

若潮橋   東京 fuji48134 

若土橋   鳥取 fuji05909 

若土橋   富山 fuji31435 

若奈道第一架道橋  

兵庫 fuji27687 

若奈道第三架道橋  

兵庫 fuji27689 

若奈道第二架道橋  

兵庫 fuji27688 

若木橋   東京 fuji21602 

若木橋   北海 fuji32300 

若野井堰操作橋  

和歌 fuji36887 

若野橋   和歌 fuji35125 

若柳橋   宮城 fuji02708 

若柳大橋  宮城 fuji00835 

若葉橋   京都 fuji27028 

若林橋   山口 fuji46228 

寂地橋   山口 fuji40632 

主ケ谷橋  三重 fuji23213 

主水分橋  神奈 fuji40221 

主夕張橋  北海 fuji41143 

取安橋   新潟 fuji10735 

取手跨線橋 茨城 fuji43803 

取上橋   山形 fuji21325 

取上橋   新潟 fuji50981 

取水口橋  山口 fuji29873 

取染川橋  岩手 fuji16169 

取浜橋   愛知 fuji34845 

取布牛橋  北海 fuji40970 

守居陸橋  大阪 fuji28196 

守具川橋  兵庫 fuji02168 

守山橋   富山 fuji10798 

守山橋   福島 fuji30609 

守部高架橋 兵庫 fuji45865 

守毛内橋  群馬 fuji40504 

守門橋   新潟 fuji34832 

手つなぎ橋  静岡 fuji31553 

手の子橋  山形 fuji36190 

手稲栄橋  北海 fuji52256 

手賀曙橋  千葉 fuji35664 

手賀川橋  千葉 fuji08989 

手開橋   長野 fuji26967 

手釜川橋  鹿児 fuji22194 

手鎌橋   福岡 fuji38225 

手寄橋   福井 fuji10075 

手原跨線橋 滋賀 fuji32583 

手原川橋  京都 fuji08099 

手綱橋   千葉 fuji07152 

手取川橋（粟生大橋）  

石川 fuji05527 

手取川橋（中島橋）  

石川 fuji19223 

手取川橋（天狗橋）  

石川 fuji23605 

手先架道橋 兵庫 fuji03452 

手地成橋  愛媛 fuji39398 

手網橋   茨城 fuji12967 

手網橋   千葉 fuji10320 

朱円橋   北海 fuji45066 

朱鞠内橋  北海 fuji31355 

朱鞠内川橋 北海 fuji30204 

朱太川橋  北海 fuji09627 

朱文別川橋 北海 fuji15743 

狩川橋   神奈 fuji10792 

狩長橋   鹿児 fuji40173 

狩渡戸橋  静岡 fuji24036 

狩野橋   宮崎 fuji32119 

狩野橋   静岡 fuji04502 

狩野橋   北海 fuji06840 

狩野橋（昭和橋）  

静岡 fuji47304 

狩野橋（川向橋）  

北海 fuji33035 

狩野川大橋（大仁橋）  

静岡 fuji39778 

種原橋   青森 fuji45102 

種原橋   鳥取 fuji52007 

種子田橋  宮崎 fuji07113 

種市橋   青森 fuji14004 

種川橋   愛媛 fuji18019 

種川橋   北海 fuji21953 

種谷橋   北海 fuji43417 

種池橋   兵庫 fuji28372 

種池尻橋  長野 fuji37229 

酒井橋   愛知 fuji23345 

酒井橋   神奈 fuji34159 

酒井橋   東京 fuji31671 

酒井橋   福島 fuji15523 

酒井橋   北海 fuji49203 

酒井東橋  佐賀 fuji47383 

酒君塚橋  大阪 fuji38608 

酒見橋   福岡 fuji14253 

酒戸古橋  京都 fuji34855 

酒勾高架橋 神奈 fuji51643 

酒盛橋   埼玉 fuji32789 

酒匂堰橋  神奈 fuji15399 

酒匂橋   神奈 fuji03589 

酒匂川橋  神奈 fuji15341 

酒門跨道橋 茨城 fuji50337 

受乞橋   北海 fuji48245 

寿橋    愛知 fuji33379 

寿橋    岡山 fuji27769 

寿橋    岐阜 fuji26032 

寿橋    広島 fuji51474 

寿橋    埼玉 fuji15477 

寿橋    三重 fuji19566 

寿橋    滋賀 fuji07103 

寿橋    新潟 fuji05857 

寿橋    静岡 fuji09144 

寿橋    千葉 fuji26597 

寿橋    大阪 fuji45445 

寿橋    長野 fuji11074 

寿橋    東京 fuji21698 

寿橋    福岡 fuji03190 

寿橋    北海 fuji21585 

寿橋（←新橋） 山口 fuji06418 

寿橋（←浜路橋）  

茨城 fuji04750 

寿見江橋  北海 fuji23363 

寿崎橋   群馬 fuji22258 

寿々隆橋  福島 fuji09640 

寿小橋   山口 fuji29433 

寿福橋   東京 fuji04136 

寿命川橋  奈良 fuji48571 

寿老橋   山形 fuji22875 

寿老橋   神奈 fuji22964 

周参見橋  和歌 fuji40814 

周山大橋  京都 fuji10212 

周匝橋   岡山 fuji24612 

周布川橋  島根 fuji16267 

宗ノ尻川橋  新潟 fuji29532 

宗の尻沢橋 新潟 fuji12495 

宗阿弥橋  大阪 fuji19579 

宗下橋   石川 fuji22711 

宗海橋   高知 fuji52286 

宗間橋   富山 fuji26949 

宗久橋   大分 fuji03970 

宗清橋   山口 fuji40634 

宗太郎桟道橋 大分 fuji48839 

宗津橋   大分 fuji50821 

就安橋   群馬 fuji03281 

州貝川橋  千葉 fuji16212 

州崎橋   埼玉 fuji42712 

州津橋   徳島 fuji21480 

州津川橋  徳島 fuji21258 

州鼻橋   香川 fuji04016 

修栄橋   北海 fuji46535 

修学院千歳橋 京都 fuji01114 

修巌寺橋  福岡 fuji30544 

修城寺橋  岡山 fuji24140 

修善寺橋  静岡 fuji10747 

修徳橋   山梨 fuji49283 

修徳橋   大阪 fuji38606 

拾石橋   鳥取 fuji27059 

洲ノ内避溢橋 愛媛 fuji16813 

洲河崎橋  鳥取 fuji24447 

洲原橋   岐阜 fuji19817 

洲崎橋   愛知 fuji04391 

洲崎橋   香川 fuji01070 

洲崎橋   山形 fuji48884 

洲崎橋   大阪 fuji16740 

洲崎橋   東京 fuji19335 

洲崎橋   福岡 fuji21653 

洲崎中橋  香川 fuji48589 

洲崎南海橋 東京 fuji49627 

洲崎弁天橋 東京 fuji40921 

洲山橋   三重 fuji50742 

洲端橋   香川 fuji18218 

洲津川橋  徳島 fuji34380 

洲本川橋  兵庫 fuji14775 

秀天川橋  岡山 fuji11665 

秋ケ瀬橋  埼玉 fuji11057 

秋丸目鏡橋 熊本 fuji01148 

秋月橋   大阪 fuji03080 

秋月橋   北海 fuji13613 

秋月目鏡橋 福岡 fuji01014 

秋原橋   鳥取 fuji50425 

秋原橋   島根 fuji37353 

秋山一号橋 秋田 fuji51387 

秋山橋   埼玉 fuji25965 

秋山橋   北海 fuji29796 

秋山川橋  栃木 fuji05766 

秋山川橋（伊保内橋）  

栃木 fuji18063 

秋山川大橋 栃木 fuji12427 

秋山大橋  山梨 fuji21284 

秋松橋   福岡 fuji23447 

秋川橋   神奈 fuji31057 

秋川橋   東京 fuji08161 

秋津橋   和歌 fuji27972 

秋底橋   山口 fuji14921 

秋田橋   高知 fuji43937 

秋田橋   北海 fuji22500 

秋田口橋  北海 fuji47761 

秋田小橋  秋田 fuji29363 

秋田大橋  秋田 fuji25598 

秋穂渡瀬橋 山口 fuji50294 

秋葉下架道橋   fuji45376 

秋葉橋   静岡 fuji18497 

秋葉橋   東京 fuji21368 

秋葉原駅西口橋 

 東京 fuji24232 

秋葉原駅東口橋  

東京 fuji24233 

秋葉原貨物駅高架橋  

東京 fuji20335 

秋葉原高架 東京 fuji21529 

秋葉原乗越橋 東京 fuji23839 

秋葉堂跨線橋 福島 fuji46127 

秋留橋   東京 fuji10321 

舟井橋   香川 fuji18938 

舟越橋   鹿児 fuji18890 

舟橋    新潟 fuji04976 

舟橋    石川 fuji51279 

舟橋    福島 fuji09962 

舟橋（→神通橋）  

富山 fuji04371 

舟橋（九頭竜橋）  

福井 fuji04994 

舟橋町高架橋 大阪 fuji24357 

舟串橋   東京 fuji10790 

舟形橋   愛媛 fuji15611 

舟形橋   山形 fuji03269 

舟形跨線橋 山形 fuji40998 

舟見川橋  北海 fuji16671 

舟戸橋   山口 fuji42608 



 ５９ 

舟戸橋（田川一号橋）  

栃木 fuji52823 

舟合川橋  富山 fuji16857 

舟山橋   茨城 fuji44293 

舟場橋   岩手 fuji04066 

舟場橋   山梨 fuji05772 

舟場橋   静岡 fuji42749 

舟場避溢橋 秋田 fuji16689 

舟生橋   茨城 fuji21339 

舟川橋   富山 fuji28627 

舟蔵橋   愛知 fuji00394 

舟丁橋   宮城 fuji17499 

舟津橋   福島 fuji10474 

舟峠（１号）橋 広島 fuji32974 

舟峠（二号）橋 広島 fuji38615 

舟入橋   東京 fuji16710 

舟入川橋  石川 fuji20095 

舟尾川橋  石川 fuji20091 

舟付橋   島根 fuji50762 

舟本橋   山口 fuji33682 

舟木橋   秋田 fuji44438 

舟木大橋（新舟木橋）  

三重 fuji49612 

舟路橋   福岡 fuji18316 

集宮橋   秋田 fuji39460 

住ノ江橋   山形 fuji08525 

住の道大橋 大阪 fuji27678 

住吉の反橋 大阪 fuji01145 

住吉一号橋 北海 fuji49892 

住吉橋   愛知 fuji28337 

住吉橋   愛媛 fuji18141 

住吉橋   岐阜 fuji34929 

住吉橋   群馬 fuji25959 

住吉橋   広島 fuji11878 

住吉橋   高知 fuji20648 

住吉橋   三重 fuji31448 

住吉橋   山梨 fuji40554 

住吉橋   神奈 fuji32353 

住吉橋   石川 fuji14341 

住吉橋   大阪 fuji08214 

住吉橋   大分 fuji16582 

住吉橋   長野 fuji18436 

住吉橋   東京 fuji10548 

住吉橋   徳島 fuji44136 

住吉橋   奈良 fuji40873 

住吉橋   福井 fuji01508 

住吉橋   福岡 fuji16921 

住吉橋   兵庫 fuji22548 

住吉橋   和歌 fuji10122 

住吉橋（←兵庫運河第四橋） 

 兵庫 fuji08624 

住吉五号橋 北海 fuji38543 

住吉川橋  大阪 fuji22089 

住吉川橋  奈良 fuji21233 

住吉川橋  兵庫 fuji15443 

住吉島橋  徳島 fuji03936 

住吉避溢橋 山口 fuji21251 

住吉陸橋  兵庫 fuji21226 

住吉六号橋 北海 fuji46094 

住初橋   北海 fuji32200 

住宅三号橋 北海 fuji32201 

住宅二号橋 北海 fuji31755 

住谷橋   青森 fuji04734 

住中橋   北海 fuji40956 

住道大橋  大阪 fuji49328 

住之井橋  大阪 fuji41277 

住之江橋  岡山 fuji25399 

住之江橋  佐賀 fuji35235 

住之江橋  大阪 fuji29081 

住之江大橋 大阪 fuji17324 

住友橋   神奈 fuji42560 

住友陸橋  神奈 fuji44309 

十カ堰橋  長野 fuji13860 

十一間橋（野中橋）  

岩手 fuji09298 

十一号橋  北海 fuji43524 

十一線橋  北海 fuji45086 

十王橋   山口 fuji09670 

十王川橋  茨城 fuji33118 

十王沢橋  長野 fuji11719 

十王堂橋  兵庫 fuji28690 

十楽川橋  山口 fuji20254 

十間橋   東京 fuji22612 

十間橋   福岡 fuji38521 

十間橋   北海 fuji41150 

十間橋（→新得橋）  

北海 fuji33988 

十間川橋  島根 fuji12914 

十間堀橋  佐賀 fuji14264 

十亀和橋  北海 fuji41161 

十郷用水橋 福井 fuji20881 

十軒橋   静岡 fuji42746 

十軒町橋（→針屋橋）  

滋賀 fuji14626 

十軒町石橋 滋賀 fuji00641 

十五の坪橋 岡山 fuji09993 

十五橋   宮崎 fuji32873 

十五号橋  北海 fuji51580 

十五社橋  鹿児 fuji53414 

十五線橋  北海 fuji43413 

十五島２号橋 北海 fuji50852 

十五縄手橋 佐賀 fuji16944 

十綱橋   福島 fuji01900 

十号橋   北海 fuji36663 

十国橋   静岡 fuji42483 

十三の沢橋 北海 fuji29519 

十三架道橋 大阪 fuji18995 

十三間堀橋 大阪 fuji27675 

十三眼鏡橋 福島 fuji07049 

十三橋   青森 fuji39606 

十三橋   大阪 fuji03072 

十三跨線橋 大阪 fuji22182 

十三号橋  北海 fuji35655 

十三号線陸橋 北海 fuji47582 

十三小橋  大阪 fuji11198 

十三西ノ町跨道橋  

大阪 fuji24264 

十三石橋  富山 fuji05526 

十三線橋  北海 fuji52707 

十三大橋  大阪 fuji23536 

十三番橋（→尽忠橋）  

北海 fuji51894 

十三本町南高架橋  

大阪 fuji42759 

十三本町北高架橋  

大阪 fuji42758 

十三哩橋  北海 fuji49659 

十四の沢橋 北海 fuji29520 

十四橋   香川 fuji00910 

十四号橋  北海 fuji37521 

十四線橋  北海 fuji48459 

十字町暗橋 神奈 fuji16082 

十七線橋  北海 fuji40461 

十七番橋（→倉前橋）  

北海 fuji51905 

十勝橋   北海 fuji12820 

十勝跨線橋（中央橋）  

北海 fuji41611 

十勝新橋（←蓬莱橋）  

北海 fuji19018 

十勝川橋  北海 fuji10199 

十勝大（橋成橋）  

北海 fuji10203 

十勝大橋（←河西橋）  

北海 fuji11985 

十条跨線橋 東京 fuji22761 

十川橋   高知 fuji27109 

十川橋   青森 fuji00280 

十川橋   大分 fuji00364 

十線橋   北海 fuji41808 

十禅寺架道橋 熊本 fuji13466 

十禅寺橋  熊本 fuji18726 

十禅寺跨線橋 熊本 fuji36646 

十代橋   神奈 fuji41677 

十沢橋   長野 fuji07875 

十津川橋  岩手 fuji17521 

十島橋   福島 fuji21743 

十二潟橋  新潟 fuji26003 

十二橋   京都 fuji11010 

十二社橋  群馬 fuji53476 

十二神橋  佐賀 fuji04688 

十二線橋  北海 fuji31648 

十二双橋  奈良 fuji36428 

十二沢橋  長野 fuji19541 

十二天橋  神奈 fuji20706 

十日市橋（長館橋） 

 青森 fuji27733 

十日市場高架橋 

 神奈 fuji51742 

十日市避溢橋 大阪 fuji44012 

十日町橋  宮城 fuji02493 

十日町橋  新潟 fuji17131 

十八号橋  北海 fuji15515 

十八谷橋  富山 fuji20585 

十番橋   宮城 fuji02514 

十番橋   大阪 fuji32701 

十番切架道橋 愛知 fuji45747 

十文字架道橋 福島 fuji46120 

十文字橋  宮城 fuji03817 

十文字橋  山形 fuji44277 

十文字橋  秋田 fuji28154 

十文字橋  神奈 fuji12249 

十文字川橋 岩手 fuji06395 

十文字沢橋 群馬 fuji48892 

十万橋   宮城 fuji03813 

十夜ケ橋  愛媛 fuji48809 

十梨別橋  北海 fuji43520 

十梨別三号橋 北海 fuji33691 

十郎橋   山梨 fuji22974 

十六橋   福島 fuji04284 

十六号橋  北海 fuji47757 

十六号線橋 北海 fuji50166 

十六本橋  群馬 fuji15857 

十六夜橋  青森 fuji49507 

十六夜橋  北海 fuji49655 

十和田橋  青森 fuji23904 

戎橋    岡山 fuji10757 

戎橋    香川 fuji48807 

戎橋    大阪 fuji02648 

戎橋    兵庫 fuji13575 

戎橋    和歌 fuji36881 

戎橋修理  大阪 fuji00498 

戎子橋   大分 fuji04662 

戎川橋   福島 fuji43560 

汁気川橋  秋田 fuji45905 

汁付橋   三重 fuji03325 

渋井橋   埼玉 fuji23528 

渋井跨道橋 茨城 fuji53605 

渋井川橋  宮城 fuji12852 

渋海橋   新潟 fuji04981 

渋海川橋  新潟 fuji09269 

渋久川橋  京都 fuji52941 

渋江川橋  新潟 fuji02334 

渋山橋   北海 fuji53242 

渋川バイパス橋  

群馬 fuji43806 

渋川橋   山形 fuji02661 

渋川橋   新潟 fuji37980 

渋川橋   長野 fuji27895 

渋川橋   栃木 fuji12455 

渋川橋   富山 fuji38140 

渋川大橋  山形 fuji04694 

渋川発電所水路橋  

群馬 fuji17699 

渋沢川橋  山形 fuji15388 

渋谷駅高架橋 東京 fuji19641 

渋谷橋   青森 fuji11773 

渋谷橋   東京 fuji01969 

渋谷高架  東京 fuji47190 

渋田川橋  神奈 fuji45297 

渋田大橋  神奈 fuji48750 

渋抜橋   宮城 fuji04089 

重遠橋   新潟 fuji47830 

重家橋   和歌 fuji34732 

重久橋   鹿児 fuji44663 

重見橋   熊本 fuji02626 

重実片桟道 徳島 fuji48804 

重春橋   兵庫 fuji20389 

重勝橋   宮城 fuji03262 

重信橋   愛媛 fuji09888 

重信川橋  愛媛 fuji07461 

重信川橋  鹿児 fuji13086 

重信川水管橋 愛媛 fuji43686 

重水橋   大分 fuji49419 

重川橋   山梨 fuji09567 

重中橋   愛知 fuji46204 

重内川橋  北海 fuji27597 

重磐岩眼鏡橋 熊本 fuji01329 

重富橋   鹿児 fuji06568 

 

重宝橋（永代橋） 

 長野 fuji01499 

夙川橋   兵庫 fuji10228 

夙川東架道橋 兵庫 fuji27679 

宿永橋   山形 fuji32494 

宿屋橋   大阪 fuji28076 

宿橋    長崎 fuji01342 

宿橋    東京 fuji27856 

宿原橋   千葉 fuji50940 

宿山橋   東京 fuji01398 

宿主別橋  北海 fuji39994 

宿瀬川橋  岡山 fuji16787 

宿川橋   神奈 fuji44189 

宿川原橋  青森 fuji42837 

宿谷川橋  埼玉 fuji24675 

宿田橋   佐賀 fuji17736 

宿内橋   岩手 fuji35724 

宿内橋   北海 fuji34427 

宿毛橋   高知 fuji23274 

宿毛大橋  高知 fuji32599 

宿野辺橋  青森 fuji07129 

宿野辺橋  北海 fuji45044 

宿野々橋  愛媛 fuji21808 

祝橋    茨城 fuji14032 

祝橋    広島 fuji20628 

祝橋    山梨 fuji09847 

祝橋    新潟 fuji49824 

祝橋    長崎 fuji12770 

祝橋    東京 fuji03282 

祝子橋   宮崎 fuji07007 

祝子川橋  宮崎 fuji34535 

祝子大橋  宮崎 fuji48660 

祝子塚橋  宮崎 fuji39410 

祝詞橋（→岩内橋）  

三重 fuji47116 

祝梅橋   北海 fuji52720 

祝迫橋   鹿児 fuji23573 

粛生橋   埼玉 fuji27239 



 ６０ 

出の橋   福岡 fuji26165 

出逢橋   佐賀 fuji03358 

出井橋   高知 fuji53526 

出井川橋  静岡 fuji12690 

出羽橋   島根 fuji27062 

出羽四号橋 大分 fuji32410 

出羽谷橋  大分 fuji35084 

出羽堀橋  埼玉 fuji08320 

出雲街道架道橋  

岡山 fuji17345 

出雲橋   京都 fuji16894 

出雲橋   東京 fuji03146 

出雲合橋  山口 fuji34627 

出雲路橋  京都 fuji09990 

出会橋   岡山 fuji11871 

出会橋   大分 fuji17740 

出会橋   和歌 fuji43651 

出橋    和歌 fuji35302 

出原橋   徳島 fuji11942 

出戸橋   山形 fuji42700 

出戸橋   富山 fuji22294 

出戸川橋  青森 fuji03776 

出後橋   三重 fuji05199 

出口橋   岡山 fuji11452 

出口橋   神奈 fuji23151 

出口橋   大阪 fuji17326 

出口橋   鳥取 fuji05305 

出口橋   奈良 fuji03930 

出口橋   福井 fuji27890 

出口跨道橋 大阪 fuji52440 

出口川橋  広島 fuji35391 

出江橋   三重 fuji49531 

出合橋   愛知 fuji23204 

出合橋   愛媛 fuji11992 

出合橋   岡山 fuji46463 

出合橋   岐阜 fuji23184 

出合橋   京都 fuji28193 

出合橋   広島 fuji11156 

出合橋   三重 fuji01102 

出合橋   山口 fuji00846 

出合橋   山梨 fuji34346 

出合橋   大阪 fuji29818 

出合橋   鳥取 fuji00206 

出合橋   島根 fuji27320 

出合橋   徳島 fuji14782 

出合橋   奈良 fuji22373 

出合橋   兵庫 fuji23239 

出合橋   北海 fuji42340 

出合橋   和歌 fuji51832 

出山の鉄橋（早川橋）  

神奈 fuji15052 

出市橋   山口 fuji23261 

出師橋   長崎 fuji09877 

出尻橋   岡山 fuji34189 

出水橋   鹿児 fuji06231 

出石橋   北海 fuji48221 

出川橋   長野 fuji32155 

出川橋   栃木 fuji13270 

出村大橋  石川 fuji02336 

出町橋   京都 fuji06740 

出町橋   熊本 fuji02853 

出町跨線橋 富山 fuji44486 

出店橋   岡山 fuji44593 

出店橋   大分 fuji01614 

出島橋   長崎 fuji01694 

出島橋   富山 fuji31431 

出島新橋  長崎 fuji01692 

出入橋   大阪 fuji26658 

出馬橋   静岡 fuji34054 

出目橋   徳島 fuji32855 

出来川橋  宮城 fuji06001 

出来川橋（上り）  

宮城 fuji34461 

出来島橋  大阪 fuji49580 

出来島橋（眺滝橋）  

徳島 fuji10005 

出来野橋  富山 fuji36397 

出立橋   群馬 fuji02633 

出流橋   栃木 fuji26214 

俊徳橋   大阪 fuji45446 

春ノ木橋   石川 fuji38300 

春雨橋   北海 fuji37519 

春永橋   北海 fuji39417 

春海橋   東京 fuji37816 

春刈古丹橋 北海 fuji37805 

春吉眼鏡橋 福岡 fuji15010 

春吉橋   福岡 fuji06659 

春宮下馬橋 長野 fuji00101 

春駒橋   北海 fuji49030 

春江橋   東京 fuji39923 

春高橋   栃木 fuji49243 

春国岱橋  北海 fuji48254 

春山跨道橋 熊本 fuji43030 

春山川橋  静岡 fuji52587 

春川橋   茨城 fuji37320 

春田橋   広島 fuji14305 

春田川橋  鹿児 fuji13608 

春南橋   神奈 fuji45935 

春日橋   愛知 fuji33306 

春日橋   熊本 fuji09247 

春日橋   埼玉 fuji35516 

春日橋   山口 fuji20634 

春日橋   滋賀 fuji11008 

春日橋   鹿児 fuji35968 

春日橋   新潟 fuji06131 

春日橋   島根 fuji11859 

春日橋   東京 fuji30179 

春日橋   徳島 fuji22464 

春日橋   福岡 fuji25426 

春日橋   兵庫 fuji46415 

春日橋   北海 fuji32518 

春日橋（←永代橋）  

兵庫 fuji01651 

春日出橋  大阪 fuji10832 

春日小橋  東京 fuji30219 

春日川橋  香川 fuji08231 

春日前橋  愛知 fuji38457 

春日第一橋 熊本 fuji06366 

春日部大橋 埼玉 fuji49601 

春日野架道橋 兵庫 fuji23353 

春日野道架道橋  

兵庫 fuji27684 

春日陸橋  熊本 fuji51716 

春尾橋   新潟 fuji08469 

春別橋   北海 fuji40831 

春辺一号橋 北海 fuji31010 

春明橋   長崎 fuji16098 

春木橋   愛知 fuji44110 

春木橋   大分 fuji05104 

春陽橋   北海 fuji48218 

瞬別橋   北海 fuji44402 

駿遠橋   静岡 fuji21714 

駿河橋   神奈 fuji19359 

駿河大橋  静岡 fuji39795 

循環道路架道橋 

 東京 fuji16715 

循誘橋   佐賀 fuji18198 

楯原橋   大阪 fuji43106 

楯山橋   山形 fuji51243 

楯竝橋（大津橋）  

大阪 fuji03703 

潤ケ野橋  鹿児 fuji30588 

潤井川橋  静岡 fuji05699 

潤野橋   和歌 fuji39678 

純信橋   高知 fuji47001 

巡見橋   愛知 fuji37344 

巡原橋   福岡 fuji53714 

巡沢橋   静岡 fuji10880 

巡礼橋   愛知 fuji53826 

巡礼橋   千葉 fuji09494 

巡礼橋   大阪 fuji28676 

順気橋   京都 fuji49866 

順礼橋   愛知 fuji06641 

順礼橋   大阪 fuji01042 

順礼橋   兵庫 fuji01426 

順礼橋（→呉服橋）  

大阪 fuji02821 

初音橋   岩手 fuji37161 

初音橋   栃木 fuji34826 

初音橋   北海 fuji52655 

初音沢橋  北海 fuji41618 

初花橋   神奈 fuji42153 

初雁橋   埼玉 fuji21677 

初月橋   山梨 fuji39047 

初月橋   大分 fuji07453 

初見橋   東京 fuji09109 

初見橋   北海 fuji43523 

初原橋   宮城 fuji05998 

初垂橋   北海 fuji03489 

初瀬橋   愛媛 fuji01907 

初瀬川橋  岡山 fuji16789 

初瀬川橋  奈良 fuji17337 

初瀬川橋梁   fuji11341 

初生橋   青森 fuji14007 

初川橋   静岡 fuji26047 

初田橋   高知 fuji02254 

初田橋   北海 fuji52744 

初田川橋  福島 fuji05184 

所蛇川橋  長野 fuji27636 

所沢橋   静岡 fuji36730 

所谷橋   茨城 fuji40046 

所野橋   福岡 fuji32988 

所野橋（霧降大橋）  

栃木 fuji46585 

所領橋   静岡 fuji51066 

暑寒別橋  北海 fuji02675 

曙１号橋   北海 fuji51507 

曙２号橋   北海 fuji51508 

曙橋    京都 fuji53346 

曙橋    佐賀 fuji35077 

曙橋    三重 fuji18915 

曙橋    静岡 fuji06522 

曙橋    東京 fuji41669 

曙橋（天塩大橋）  

北海 fuji14166 

曙光橋   北海 fuji38372 

曙中央橋  北海 fuji53451 

曙陸橋   鹿児 fuji41807 

渚滑橋   北海 fuji38702 

渚滑川橋  北海 fuji15718 

渚滑川避溢橋 北海 fuji15976 

渚橋    岐阜 fuji31345 

渚橋    神奈 fuji44855 

渚橋    静岡 fuji38004 

渚川橋   香川 fuji20511 

庶子陸橋  神奈 fuji52430 

庶路橋   北海 fuji39821 

庶路川橋  北海 fuji08962 

緒橋    宮崎 fuji41123 

緒絶橋   宮城 fuji00697 

緒川橋   茨城 fuji29754 

緒断川橋  宮城 fuji12851 

緒方橋   大分 fuji11960 

緒方橋   福岡 fuji02843 

書院橋   徳島 fuji25574 

書巻橋   茨城 fuji03847 

諸井橋   和歌 fuji09244 

諸越橋   大阪 fuji38687 

諸葛川橋  岩手 fuji15746 

諸田橋   岐阜 fuji17494 

諸田陸橋  福岡 fuji21269 

諸麦橋   宮崎 fuji31821 

諸富橋（大川橋：佐賀県側） 

 福岡 fuji35172 

諸目橋   福岡 fuji25195 

諸渕橋   神奈 fuji52338 

助４号橋   徳島 fuji50059 

助５号橋   徳島 fuji50060 

助６号橋   徳島 fuji50061 

助右エ門橋  大阪 fuji29570 

助橋    徳島 fuji49618 

助寿内橋  徳島 fuji11026 

助任橋   徳島 fuji00451 

女橋    山梨 fuji41067 

女橋    東京 fuji09103 

女鹿跨線橋 山形 fuji15648 

女神橋   秋田 fuji45113 

女川橋   宮城 fuji37385 

女沢橋   長野 fuji16385 

女男川橋  福島 fuji09305 

女鳥羽橋  長野 fuji06158 

女鳥羽川橋 長野 fuji09273 

女田橋   熊本 fuji13245 

女那川橋  北海 fuji49669 

女夫眼鏡橋 熊本 fuji01267 

女夫橋   東京 fuji24478 

女夫石橋  和歌 fuji34369 

女風呂橋  香川 fuji08717 

女満別橋  北海 fuji43370 

女良川橋  愛知 fuji03481 

女蓮橋   広島 fuji50778 

鋤ケ崎橋  福井 fuji07765 

鋤川橋   富山 fuji09125 

除江川橋  長野 fuji13861 

除石橋   福島 fuji53759 

除川橋   群馬 fuji05365 

除川橋   兵庫 fuji14848 

除沢橋   長野 fuji42737 

勝浦橋   香川 fuji32002 

勝浦川橋  徳島 fuji12817 

勝浦大橋  千葉 fuji52092 

勝浦浜橋（←千切山橋）  

徳島 fuji23828 

勝央橋   高知 fuji16527 

勝賀瀬橋  高知 fuji20433 

勝賀野橋  高知 fuji27111 

勝間橋   岐阜 fuji41703 

勝間橋   高知 fuji39286 

勝間田川橋 静岡 fuji37051 

勝間田大橋（←新町橋）  

岡山 fuji13064 

勝間田避溢橋 静岡 fuji52592 

勝久橋   岡山 fuji23485 

勝軍橋   静岡 fuji18633 

勝景橋   北海 fuji42097 

勝見橋   福井 fuji33905 

勝原橋   福井 fuji23509 

勝山橋   福井 fuji13722 

勝山橋   福岡 fuji11766 

勝山橋   北海 fuji36493 

勝山町高架橋 大阪 fuji24353 

勝山道架道橋 大阪 fuji23798 

勝山避溢橋 千葉 fuji14790 

勝手橋   秋田 fuji47253 

勝手川橋  秋田 fuji15378 

勝沼橋   群馬 fuji39156 

勝瀬橋   神奈 fuji39689 

勝瀬橋   大阪 fuji42970 



 ６１ 

勝盛橋   福岡 fuji50450 

勝川橋   愛知 fuji29954 

勝草橋   静岡 fuji01798 

勝沢橋   群馬 fuji30942 

勝田橋   茨城 fuji31283 

勝田橋   秋田 fuji40489 

勝田橋   鳥取 fuji28203 

勝田川橋  千葉 fuji50383 

勝納橋   北海 fuji01779 

勝納跨線橋 北海 fuji52413 

勝尾寺川橋 大阪 fuji27669 

勝浜橋   群馬 fuji20000 

勝負瀬橋  熊本 fuji01645 

勝部橋   北海 fuji53559 

勝部川橋  鳥取 fuji10240 

勝平橋   東京 fuji52425 

勝木川橋  新潟 fuji17294 

勝目橋   鹿児 fuji49429 

勝野橋   滋賀 fuji00590 

勝野橋   福岡 fuji18317 

勝鬨橋   東京 fuji29843 

匠屋橋   大阪 fuji29476 

升谷橋   京都 fuji11557 

升田橋   愛知 fuji49122 

升野屋橋  広島 fuji35945 

宵宮橋   三重 fuji24345 

宵待橋   京都 fuji29850 

将監橋   東京 fuji00414 

小ケ倉橋  長崎 fuji16566 

小ケ谷橋  埼玉 fuji14184 

小ケ谷戸橋  東京 fuji40518 

小ツヂ橋  岐阜 fuji53808 

小阿賀野川橋 新潟 fuji41683 

小阿仁川橋 秋田 fuji09705 

小安川橋  福島 fuji24865 

小伊勢橋  石川 fuji38728 

小井橋   奈良 fuji18997 

小井口橋  岡山 fuji20407 

小井根橋  京都 fuji37578 

小井田橋  岩手 fuji45590 

小磯橋   茨城 fuji40893 

小磯川橋  千葉 fuji14515 

小稲下舟木橋 大分 fuji06595 

小芋台橋  秋田 fuji44270 

小因橋   鳥取 fuji33147 

小雨橋   群馬 fuji00587 

小園橋   熊本 fuji14128 

小園橋   静岡 fuji11421 

小猿部橋  秋田 fuji27226 

小猿部川橋 秋田 fuji27605 

小塩橋   愛知 fuji04006 

小塩沢橋  福島 fuji37009 

小横川橋  山形 fuji14180 

小横川橋  長野 fuji34577 

小屋橋   栃木 fuji52081 

小屋原橋  群馬 fuji08263 

小屋坂橋  長野 fuji07307 

小屋床橋  愛媛 fuji43017 

小屋川橋  愛媛 fuji48973 

小屋川橋  秋田 fuji45598 

小屋川橋  大分 fuji31576 

小屋沢橋  群馬 fuji39206 

小屋敷橋  宮城 fuji23102 

小屋敷橋  静岡 fuji52922 

小河内橋  山口 fuji14638 

小河内橋  静岡 fuji35981 

小河内大橋 静岡 fuji50912 

小会橋   三重 fuji07184 

小海橋   長野 fuji39236 

小貝橋   茨城 fuji13028 

小貝橋   京都 fuji34178 

小貝須橋  三重 fuji43622 

小貝川橋  茨城 fuji05653 

小貝川橋  栃木 fuji12800 

小外川橋  山形 fuji13342 

小外谷橋  新潟 fuji40538 

小垣江橋  愛知 fuji34717 

小笠原橋  山梨 fuji16381 

小滑沢橋  長野 fuji11309 

小釜本橋  和歌 fuji35989 

小鴨橋   鳥取 fuji05071 

小間生橋  石川 fuji38427 

小関橋   佐賀 fuji25860 

小丸橋   宮崎 fuji08241 

小丸橋   福島 fuji16999 

小丸川橋  宮崎 fuji15842 

小丸大橋  宮崎 fuji31340 

小岩戸橋  大分 fuji09504 

小岩川陸橋 山形 fuji47256 

小岩大橋  東京 fuji35268 

小岩陸橋  東京 fuji30180 

小机橋   神奈 fuji47479 

小吉橋   新潟 fuji07379 

小逆瀬川橋 兵庫 fuji15818 

小久川橋  福島 fuji33875 

小久保橋  兵庫 fuji24093 

小久保跨線橋 兵庫 fuji21881 

小宮地の石橋（寺橋）  

熊本 fuji04661 

小牛田橋（新） 宮城 fuji51612 

小橋    岡山 fuji03352 

小橋    広島 fuji39266 

小橋    山形 fuji30516 

小橋    鹿児 fuji14757 

小橋    石川 fuji02797 

小橋    大分 fuji00467 

小橋    東京 fuji01948 

小橋（猪甘津の橋）  

大阪 fuji00002 

小橋川橋  北海 fuji28429 

小郷橋   山口 fuji36142 

小曲川橋  北海 fuji27586 

小玉川橋  福島 fuji13355 

小金井橋  大阪 fuji23783 

小金井橋  東京 fuji01394 

小金橋   東京 fuji47821 

小金橋   福島 fuji09712 

小金橋   北海 fuji48291 

小金川橋  島根 fuji14534 

小金滝橋  高知 fuji32453 

小金田橋  岐阜 fuji38158 

小金平橋  埼玉 fuji41663 

小銀沢橋  宮城 fuji53938 

小熊橋   和歌 fuji26108 

小栗橋   愛知 fuji21165 

小栗橋   宮城 fuji03243 

小形山橋  山梨 fuji52558 

小繋橋   岩手 fuji17252 

小繋跨線橋 岩手 fuji48320 

小繋沢跨線橋 秋田 fuji46920 

小計の吊舟 徳島 fuji11945 

小計橋   徳島 fuji36784 

小穴沢橋  群馬 fuji48891 

小月橋   山口 fuji18853 

小月橋   大分 fuji01336 

小犬間川橋 静岡 fuji05740 

小犬丸橋  大分 fuji03371 

小犬丸船橋 大分 fuji02871 

小見橋   新潟 fuji28247 

小見橋   新潟 fuji48360 

小見水路橋（千寿橋）  

富山 fuji22697 

小見付橋（→中之橋）  

徳島 fuji10969 

小原眼鏡橋 福岡 fuji16561 

小原橋   愛知 fuji16141 

小原橋   愛媛 fuji53522 

小原橋   宮崎 fuji40675 

小原橋   広島 fuji31611 

小原橋   高知 fuji43936 

小原橋   鹿児 fuji20466 

小原橋   大分 fuji01638 

小原橋   東京 fuji31664 

小原橋   富山 fuji03685 

小原口橋  島根 fuji49354 

小原高架橋 神奈 fuji53428 

小原大橋  宮城 fuji31614 

小原第一橋 神奈 fuji52344 

小原第二橋 神奈 fuji52345 

小原沢水路橋 栃木 fuji16072 

小原田跨線橋 福島 fuji46584 

小古野橋  福岡 fuji20806 

小戸一号橋 栃木 fuji37403 

小戸橋   静岡 fuji19547 

小戸口橋  栃木 fuji53606 

小戸之橋  宮崎 fuji33564 

小戸之橋（←本町橋）  

宮崎 fuji28972 

小戸木橋  三重 fuji24741 

小股橋（新） 大分 fuji45207 

小虎倉橋  鹿児 fuji16591 

小五馬橋  大分 fuji30547 

小御堂橋  東京 fuji02122 

小厚真橋  北海 fuji34449 

小口橋   奈良 fuji17679 

小口川橋  富山 fuji14047 

小巧橋   富山 fuji28631 

小江橋   長崎 fuji47185 

小江川橋  長崎 fuji00989 

小江尾橋  鳥取 fuji39100 

小江尾川橋 鳥取 fuji16254 

小港橋   神奈 fuji18629 

小荒佐川橋 山形 fuji09957 

小荒沢橋  岩手 fuji42220 

小行沢橋  宮城 fuji53006 

小高坂橋  高知 fuji17589 

小高瀬高架橋 福島 fuji50463 

小高川橋  福島 fuji48499 

小合橋   三重 fuji26300 

小国橋   山形 fuji29364 

小国橋   新潟 fuji29368 

小国橋   青森 fuji32917 

小国上橋  青森 fuji10297 

小国川橋  山形 fuji09558 

小国大橋  熊本 fuji20456 

小国大橋  山形 fuji00293 

小国大澤川橋 山形 fuji51236 

小黒橋   新潟 fuji46161 

小黒橋   長野 fuji04176 

小黒橋   富山 fuji26380 

小黒川橋  群馬 fuji12452 

小黒川橋  秋田 fuji40037 

小黒川橋  新潟 fuji13964 

小黒谷川架道橋  

和歌 fuji08698 

小黒部橋  富山 fuji28333 

小黒部橋  北海 fuji38085 

小黒部谷橋 富山 fuji20880 

小此木橋  群馬 fuji03854 

小佐越橋（→大瀞橋）  

栃木 fuji12734 

小佐昆川橋 兵庫 fuji30579 

小佐々川橋 長崎 fuji06211 

小佐世保陸橋 長崎 fuji37153 

小佐野川水路橋  

山梨 fuji13857 

小砂子橋  北海 fuji46833 

小砂川跨線橋 秋田 fuji15911 

小坂井大橋 愛知 fuji39805 

小坂橋   岩手 fuji17698 

小坂橋   岐阜 fuji26228 

小坂橋   熊本 fuji02381 

小坂橋   新潟 fuji04366 

小坂橋   大分 fuji31050 

小坂橋   富山 fuji37908 

小坂子第一水路橋  

群馬 fuji51557 

小坂子第三水路橋  

群馬 fuji51559 

小坂子第四水路橋  

群馬 fuji51560 

小坂子第二水路橋  

群馬 fuji51558 

小坂水道橋 新潟 fuji23155 

小坂川橋  静岡 fuji05718 

小坂部橋  岡山 fuji22146 

小崎眼鏡橋 熊本 fuji01334 

小崎橋   宮城 fuji04096 

小崎橋 高知 fuji37280 

小崎橋（綱の瀬橋）  

宮崎 fuji01453 

小作田橋  福島 fuji14600 

小桜橋   東京 fuji25684 

小笹橋   宮崎 fuji18884 

小笹橋   長野 fuji34246 

小笹川橋  北海 fuji14656 

小山浦橋（→水神橋）  

三重 fuji53094 

小山浦第一桟道橋  

三重 fuji53095 

小山浦第二桟道橋  

三重 fuji53096 

小山堰橋  群馬 fuji23951 

小山下橋  宮城 fuji51919 

小山観音参詣橋  

岐阜 fuji29668 

小山橋   宮崎 fuji35854 

小山橋   宮城 fuji50127 

小山橋   広島 fuji15125 

小山橋   埼玉 fuji15858 

小山橋   山口 fuji29696 

小山橋   鹿児 fuji14752 

小山橋   新潟 fuji10742 

小山橋   静岡 fuji04871 

小山橋   東京 fuji41128 

小山跨線橋 栃木 fuji45127 

小山跨道橋 千葉 fuji49605 

小山高架橋 静岡 fuji52575 

小山高架橋 大阪 fuji53348 

小山川橋  埼玉 fuji35744 

小山浅間橋 千葉 fuji36571 

小山第二橋 京都 fuji44205 

小山沢橋  群馬 fuji11537 

小山田橋  静岡 fuji47877 

小山田橋  福島 fuji12118 

小子内橋  岩手 fuji21784 

小子内陸橋 岩手 fuji21972 

小子馬巣谷橋 福井 fuji49843 

小市橋   高知 fuji42454 

小市橋   長野 fuji26418 

小枝橋   京都 fuji11847 

小糸やんげ橋（←荷坂橋）  

三重 fuji49864 

小糸魚橋  北海 fuji34642 

小糸川橋  千葉 fuji13844 

小寺尾大橋 長野 fuji38307 

小鹿倉橋  鹿児 fuji16946 

小室橋   兵庫 fuji50594 



 ６２ 

小室川橋  北海 fuji19266 

小車大橋  北海 fuji32892 

小主戸架道橋   fuji45627 

小舟橋   大分 fuji43668 

小舟高架橋 神奈 fuji52878 

小舟渡橋（市荒川大橋）  

福井 fuji52386 

小舟渡橋（龍船橋）  

福井 fuji04642 

小舟渡川橋 青森 fuji17157 

小舟入川橋 滋賀 fuji13051 

小渋橋   長野 fuji08184 

小宿橋   群馬 fuji40713 

小祝橋   大分 fuji07532 

小祝原橋  宮崎 fuji32482 

小出橋   新潟 fuji06576 

小出橋   富山 fuji40080 

小出橋（←岩部釣橋）  

香川 fuji31111 

小出橋（仲橋） 新潟 fuji17089 

小出川橋  神奈 fuji52427 

小春橋   広島 fuji13581 

小春橋   福岡 fuji04457 

小春橋   北海 fuji08726 

小床橋   埼玉 fuji13960 

小松花川橋 岡山 fuji06350 

小松橋   愛知 fuji21868 

小松橋   愛媛 fuji05802 

小松橋   茨城 fuji46319 

小松橋   群馬 fuji20001 

小松橋   香川 fuji37360 

小松橋   三重 fuji25353 

小松橋   鹿児 fuji47983 

小松橋   大阪 fuji28396 

小松橋   大分 fuji04637 

小松橋   長崎 fuji05586 

小松橋   東京 fuji21849 

小松橋   北海 fuji41333 

小松橋   和歌 fuji35127 

小松原橋  広島 fuji28001 

小松新橋  石川 fuji36197 

小松川橋  愛媛 fuji16819 

小松川橋  長崎 fuji08038 

小松川橋  長野 fuji03612 

小松川橋  東京 fuji16465 

小松川小橋 東京 fuji16464 

小松川大橋 東京 fuji52447 

小松倉橋  岩手 fuji17419 

小松倉橋  宮城 fuji52787 

小松大橋（新梯大橋）  

石川 fuji26562 

小松第一橋 熊本 fuji08395 

小松第一橋 大阪 fuji45190 

小松第三橋 熊本 fuji08397 

小松第二橋 熊本 fuji08396 

小松第二橋 大阪 fuji45191 

小松谷橋  徳島 fuji05938 

小松中央立体交差橋  

石川 fuji53194 

小沼橋   群馬 fuji50377 

小沼橋   北海 fuji33328 

小沼跨線橋   fuji52554 

小沼大橋  長野 fuji40391 

小沼沢橋  北海 fuji31400 

小新橋   岐阜 fuji42932 

小森橋   宮城 fuji42527 

小森橋   広島 fuji35690 

小森橋   青森 fuji10522 

小森橋   長崎 fuji04425 

小森江第一可動橋  

福岡 fuji15270 

小森江第二可動橋  

福岡 fuji16488 

小森出合橋 和歌 fuji29899 

小森谷橋  和歌 fuji43684 

小森野橋  福岡 fuji12324 

小森野橋（→久留米大橋） 

 福岡 fuji13186 

小榛名橋  群馬 fuji28594 

小深井川橋 長崎 fuji25792 

小深原橋  島根 fuji13879 

小深沢橋  宮城 fuji39693 

小深沢橋  青森 fuji02072 

小深谷橋  福島 fuji25929 

小深入橋（千歳橋）  

福島 fuji33612 

小深入沢橋 福島 fuji36999 

小仁川橋  兵庫 fuji27694 

小須戸橋  新潟 fuji09763 

小杉橋   大分 fuji29349 

小杉橋   富山 fuji20341 

小杉谷橋  鹿児 fuji16845 

小菅沢橋  神奈 fuji47193 

小菅沢橋（→玄倉大橋）  

神奈 fuji19087 

小摺戸橋  富山 fuji19534 

小瀬橋   茨城 fuji23541 

小瀬橋   岐阜 fuji21754 

小瀬橋   山口 fuji27334 

小瀬橋   鹿児 fuji14433 

小瀬橋   奈良 fuji10353 

小瀬形橋  富山 fuji31596 

小瀬原橋  岡山 fuji39387 

小瀬戸橋  山口 fuji27199 

小瀬戸橋  鹿児 fuji15671 

小瀬川橋  広島 fuji30436 

小西橋   岡山 fuji28131 

小西橋   三重 fuji27279 

小西橋   奈良 fuji09170 

小西渡橋  徳島 fuji10641 

小石ｹ鼻橋  和歌 fuji48056 

小石橋   高知 fuji34099 

小石原川橋 福岡 fuji41294 

小石川橋  高知 fuji24496 

小石川橋  静岡 fuji53332 

小石川橋  東京 fuji00266 

小石川橋通架道橋  

東京 fuji09871 

小石川富坂橋 東京 fuji18073 

小赤川橋  青森 fuji03777 

小赤沢橋  福島 fuji37197 

小赤澤橋  長野 fuji28861 

小蹟橋   熊本 fuji04436 

小切畑橋  大分 fuji22470 

小雪川橋  北海 fuji18546 

小千代橋  熊本 fuji36463 

小千谷跨線橋 新潟 fuji45159 

小川下橋  青森 fuji00954 

小川橋   愛知 fuji11322 

小川橋   岐阜 fuji11819 

小川橋   宮城 fuji02083 

小川橋   熊本 fuji02846 

小川橋   群馬 fuji48893 

小川橋   高知 fuji15875 

小川橋   埼玉 fuji16301 

小川橋   三重 fuji05200 

小川橋   山形 fuji26591 

小川橋   山梨 fuji28938 

小川橋   鹿児 fuji14975 

小川橋   鹿児 fuji44388 

小川橋   秋田 fuji46305 

小川橋   新潟 fuji05856 

小川橋   静岡 fuji16887 

小川橋   千葉 fuji12460 

小川橋   大阪 fuji23067 

小川橋   大分 fuji10888 

小川橋   長野 fuji11720 

小川橋   徳島 fuji24167 

小川橋   富山 fuji06405 

小川橋   福島 fuji08068 

小川橋   兵庫 fuji13872 

小川橋   北海 fuji44414 

小川橋   和歌 fuji11560 

小川橋（→藤樹橋）  

滋賀 fuji16475 

小川橋（←落合橋）  

岡山 fuji11863 

小川橋（芋川橋）  

東京 fuji09095 

小川原橋  青森 fuji06390 

小川原橋  福島 fuji24866 

小川原高架橋 青森 fuji51777 

小川原通跨線橋  

青森 fuji50500 

小川口橋  三重 fuji37726 

小川口橋  神奈 fuji34619 

小川水路橋 長野 fuji49621 

小川水路橋 北海 fuji10971 

小川大橋  岡山 fuji11019 

小川谷橋  東京 fuji49479 

小川谷橋  徳島 fuji11459 

小川町橋（七戸川橋）  

青森 fuji01240 

小川添橋  鹿児 fuji01208 

小川渡橋  長野 fuji26023 

小川内一号橋 長崎 fuji30017 

小川内三号橋 長崎 fuji38351 

小川内二号橋 長崎 fuji38350 

小川陸橋  埼玉 fuji25675 

小泉橋   宮城 fuji02080 

小泉橋   宮城 fuji04082 

小泉橋   山口 fuji33595 

小泉橋   長野 fuji19140 

小泉橋   富山 fuji31909 

小泉橋   福島 fuji37546 

小泉橋（←榎戸橋）  

神奈 fuji00583 

小泉跨線橋 福島 fuji47062 

小泉川橋  京都 fuji02420 

小泉大橋  宮城 fuji29383 

小船川橋  青森 fuji25651 

小岨橋   長野 fuji11289 

小曾戸川橋 栃木 fuji20999 

小曽根橋  大阪 fuji43892 

小曽根高架橋 大阪 fuji44007 

小曽根川橋 栃木 fuji10687 

小曽部川橋 長野 fuji13148 

小祖谷橋  徳島 fuji13739 

小倉架道橋 京都 fuji07509 

小倉橋   愛知 fuji23209 

小倉橋   岡山 fuji34191 

小倉橋   岐阜 fuji19806 

小倉橋   京都 fuji01927 

小倉橋   三重 fuji37053 

小倉橋   山形 fuji38275 

小倉橋   神奈 fuji19765 

小倉橋   長野 fuji20279 

小倉橋   栃木 fuji29756 

小倉橋   奈良 fuji27556 

小倉橋   北海 fuji52048 

小倉跨線橋 神奈 fuji20868 

小倉跨線橋 福岡 fuji42287 

小倉口橋  大分 fuji03112 

小倉川橋  栃木 fuji21013 

小倉川橋  北海 fuji12993 

小倉谷橋  岡山 fuji17981 

小倉谷橋  岐阜 fuji47858 

小倉臨港架道橋  

福岡 fuji35648 

小層橋   香川 fuji18922 

小袖橋   群馬 fuji01087 

小村橋   香川 fuji47158 

小台橋   東京 fuji24628 

小大野川橋 長野 fuji52913 

小滝１号橋  北海 fuji45892 

小滝２号橋  北海 fuji51761 

小滝橋   岩手 fuji53749 

小滝橋   広島 fuji34962 

小滝橋   三重 fuji49863 

小滝橋   秋田 fuji41837 

小滝橋   新潟 fuji41006 

小滝橋   栃木 fuji25604 

小滝橋   兵庫 fuji51306 

小滝沢橋  宮城 fuji29546 

小滝野橋  愛知 fuji52930 

小沢橋   宮城 fuji52792 

小沢橋   熊本 fuji20731 

小沢橋   群馬 fuji08799 

小沢橋   長野 fuji04685 

小沢跨線橋 北海 fuji49910 

小沢根橋  長野 fuji05964 

小沢川橋  山梨 fuji51553 

小沢川橋  長野 fuji27628 

小沢谷橋  富山 fuji37984 

小沢陸橋  長野 fuji27629 

小谷の沢水路橋  

山梨 fuji15299 

小谷橋   岡山 fuji33942 

小谷橋   沖縄 fuji35639 

小谷橋   岐阜 fuji31142 

小谷橋   香川 fuji31112 

小谷橋   埼玉 fuji23526 

小谷橋   滋賀 fuji25378 

小谷橋   大分 fuji25218 

小谷橋   長野 fuji23876 

小谷橋   福島 fuji07448 

小谷橋（←鳩谷橋）  

岐阜 fuji34169 

小谷跨線橋 和歌 fuji50041 

小谷口橋  大分 fuji03367 

小谷川橋  富山 fuji22523 

小谷津橋  静岡 fuji25013 

小谷内橋  宮崎 fuji35966 

小谷木橋  岩手 fuji14939 

小谷野橋  東京 fuji09385 

小谷渕橋  徳島 fuji39546 

小樽橋   山形 fuji03467 

小樽川橋  山形 fuji28574 

小樽内橋  北海 fuji46897 

小樽内川橋 北海 fuji49666 

小旦橋   茨城 fuji26868 

小端第一橋 熊本 fuji08398 

小端第二橋 熊本 fuji08399 

小鍛冶橋  長野 fuji02936 

小知川橋  長野 fuji02241 

小池橋   静岡 fuji25005 

小池橋   大分 fuji47199 

小池川橋  静岡 fuji05701 

小池川橋  兵庫 fuji30578 

小池第一橋 熊本 fuji08400 

小池第二橋 熊本 fuji08401 

小竹橋   新潟 fuji14100 

小中橋   群馬 fuji09732 

小中川橋  群馬 fuji12454 

小町橋   茨城 fuji21341 

小町橋   広島 fuji50287 

小長谷橋  富山 fuji34914 

小鳥橋   鹿児 fuji14139 



 ６３ 

小津賀橋  高知 fuji40305 

小津橋   東京 fuji33130 

小津川橋  岐阜 fuji09970 

小槌橋   岩手 fuji26767 

小塚橋   福岡 fuji01602 

小塚跨線橋 滋賀 fuji37910 

小坪一橋  三重 fuji33930 

小鶴一号橋 宮城 fuji53259 

小鶴橋   茨城 fuji34896 

小鶴橋   熊本 fuji48988 

小鶴橋   福岡 fuji42638 

小天橋   京都 fuji40763 

小伝馬橋  長野 fuji44510 

小田井橋  和歌 fuji29294 

小田架道橋 島根 fuji13875 

小田刈橋  宮城 fuji30648 

小田急跨線橋 神奈 fuji43586 

小田橋   岡山 fuji46456 

小田橋   岩手 fuji14277 

小田橋   広島 fuji50769 

小田橋   三重 fuji00279 

小田橋   滋賀 fuji05896 

小田橋   鳥取 fuji33768 

小田橋   島根 fuji35820 

小田橋   福岡 fuji02944 

小田橋   福島 fuji11696 

小田橋（←旭橋）  

山口 fuji24161 

小田原架道橋 宮城 fuji50518 

小田原架道橋 神奈 fuji16219 

小田原橋  山梨 fuji02343 

小田原橋  東京 fuji03865 

小田原大橋（新酒匂橋）  

神奈 fuji48359 

小田原陸橋 神奈 fuji27240 

小田跨線橋 島根 fuji14080 

小田西橋  北海 fuji50172 

小田切橋  長野 fuji08665 

小田切川橋 長野 fuji03901 

小田川橋  岡山 fuji15831 

小田川橋  滋賀 fuji22349 

小田川橋  青森 fuji30326 

小田川橋  島根 fuji13876 

小田川橋拡幅 広島 fuji36620 

小田町橋  愛媛 fuji22167 

小田島橋  北海 fuji35877 

小田敷橋  静岡 fuji43219 

小田野橋  茨城 fuji21342 

小田野橋  長野 fuji14154 

小渡橋   福井 fuji07867 

小土手川橋 岡山 fuji06321 

小土呂橋（新川橋）  

神奈 fuji17436 

小唐井橋  愛媛 fuji41443 

小島橋   愛知 fuji32507 

小島橋   熊本 fuji21901 

小島橋   高知 fuji22786 

小島橋   佐賀 fuji30546 

小島橋   三重 fuji15589 

小島橋   長野 fuji30344 

小島橋   島 fuji35589 

小島橋   富山 fuji51974 

小島橋   北海 fuji42494 

小島川橋  大阪 fuji18662 

小島沢橋  埼玉 fuji53619 

小嶋田橋  長野 fuji02933 

小藤橋   北海 fuji36979 

小童子橋  青森 fuji25878 

小道木橋  長野 fuji45838 

小峠橋   北海 fuji42096 

小頓川橋  北海 fuji16664 

小鍋橋   静岡 fuji29242 

小縄川橋  熊本 fuji07221 

小南橋   北海 fuji30642 

小南橋   和歌 fuji22104 

小日浦橋  高知 fuji30539 

小日浦橋  徳島 fuji34081 

小日向橋  群馬 fuji16077 

小日出川橋 兵庫 fuji27696 

小日和田橋 岐阜 fuji52134 

小波田川橋 三重 fuji22189 

小波渡架道橋 山形 fuji30756 

小波渡陸橋 山形 fuji16996 

小梅橋   神奈 fuji05237 

小梅橋   東京 fuji21683 

小梅橋   北海 fuji48683 

小萩原橋  山口 fuji43685 

小白川橋（細島橋）  

富山 fuji06773 

小白川第一跨道橋  

山形 fuji48731 

小迫橋   大分 fuji12989 

小幡（旗）橋 埼玉 fuji02631 

小幡橋   京都 fuji38652 

小幡橋   埼玉 fuji04288 

小幡橋   滋賀 fuji45410 

小幡橋   青森 fuji05434 

小畑巻橋    fuji12869 

小畑橋   岡山 fuji28501 

小畑橋   宮城 fuji47627 

小畑橋   大分 fuji46017 

小畑橋   鳥取 fuji48634 

小畑橋   栃木 fuji41649 

小畑高架橋 京都 fuji44006 

小畑川橋  岐阜 fuji44949 

小畑川橋  京都 fuji02419 

小畑川高架 京都 fuji45771 

小畠橋   徳島 fuji20424 

小八峡橋  宮崎 fuji19182 

小八幡高架橋（下り） 

神奈 fuji51644 

小八郎川橋 新潟 fuji30600 

小塙橋   福島 fuji24867 

小半橋   大分 fuji08121 

小姫橋   奈良 fuji34730 

小百橋   栃木 fuji39475 

小浜架道橋 福井 fuji14890 

小浜橋   高知 fuji52210 

小浜橋（長安吊橋）  

徳島 fuji33031 

小浜橋（百間橋）  

福井 fuji35969 

小浜石橋  鹿児 fuji05173 

小浜川橋  島根 fuji14811 

小富別保川橋 北海 fuji16160 

小布施橋（←山王島橋）  

長野 fuji04447 

小武橋   大分 fuji21544 

小武川橋  山梨 fuji41248 

小部田橋  熊本 fuji08402 

小淵橋   神奈 fuji41221 

小淵橋   大分 fuji04271 

小平岸橋  北海 fuji42309 

小平橋   佐賀 fuji32116 

小平橋   山形 fuji27808 

小平橋   山口 fuji32849 

小平蘂川橋 北海 fuji19269 

小壁橋   奈良 fuji31332 

小歩危橋  徳島 fuji49157 

小暮橋   埼玉 fuji13030 

小峰橋   青森 fuji10026 

小峰橋（御茶壺橋）  

神奈 fuji08926 

小芳川橋  北海 fuji20971 

小坊橋   岐阜 fuji25712 

小房橋   和歌 fuji40774 

小鉾岸川橋 北海 fuji19980 

小牧堰橋  山形 fuji27805 

小牧橋   愛知 fuji41542 

小牧橋   富山 fuji53312 

小牧高架  愛知 fuji51674 

小牧川橋  石川 fuji23747 

小堀橋   福井 fuji15925 

小本橋   岩手 fuji02681 

小俣橋   熊本 fuji01091 

小俣橋   群馬 fuji29455 

小俣川橋  山梨 fuji10993 

小俣川橋  新潟 fuji42402 

小又橋   三重 fuji37571 

小又橋   秋田 fuji28153 

小又橋   青森 fuji04946 

小又橋   大分 fuji08238 

小又瀬橋  徳島 fuji34969 

小又川橋  秋田 fuji27606 

小又川橋  石川 fuji26614 

小味地川橋 愛媛 fuji06829 

小湊橋   神奈 fuji41063 

小湊橋   青森 fuji43430 

小湊川橋  青森 fuji49927 

小蓑橋   香川 fuji10514 

小妙婦橋  大分 fuji50820 

小名子橋  大分 fuji30974 

小名浜大橋 福島 fuji53268 

小名木川橋 東京 fuji20863 

小明見橋  山梨 fuji41690 

小明見高架橋 山梨 fuji53430 

小鳴門橋  徳島 fuji40775 

小網橋   岐阜 fuji16010 

小網橋   東京 fuji19832 

小網橋(←思案橋)  

東京 fuji09749 

小木津跨線橋 茨城 fuji43448 

小目沼橋  茨城 fuji36710 

小野ケ谷橋  長野 fuji12353 

小野橋   岡山 fuji14913 

小野橋   宮城 fuji04339 

小野橋   京都 fuji38639 

小野橋   高知 fuji34098 

小野橋   三重 fuji02818 

小野橋   山口 fuji21253 

小野橋   神奈 fuji38073 

小野橋   長野 fuji11723 

小野橋   徳島 fuji19235 

小野橋   兵庫 fuji04579 

小野原橋  和歌 fuji27052 

小野山橋  山口 fuji21475 

小野川橋  愛媛 fuji08346 

小野川橋  茨城 fuji32141 

小野川橋  長野 fuji49525 

小野川橋  福島 fuji07043 

小野川橋（水門） 

千葉 fuji16486 

小野大橋  山口 fuji31733 

小野大橋  兵庫 fuji25393 

小野第一橋 滋賀 fuji43866 

小野第二橋 滋賀 fuji43865 

小野滝橋  長野 fuji11724 

小野谷橋  大分 fuji32479 

小野津幌橋 北海 fuji32311 

小野津幌川橋 北海 fuji32312 

小野鶴橋  大分 fuji39955 

小野田橋  山口 fuji11456 

小野田跨線橋 山口 fuji34528 

小野柄橋  兵庫 fuji01776 

小野牟田橋 福岡 fuji44979 

小矢田橋  岡山 fuji32967 

小矢部橋  富山 fuji04368 

小矢部川橋 富山 fuji07991 

小柳橋   熊本 fuji35486 

小柳橋   千葉 fuji23961 

小柳橋   大分 fuji30975 

小柳橋   東京 fuji40524 

小柳橋   奈良 fuji09427 

小柳津高架橋 静岡 fuji52923 

小薮眼鏡橋 熊本 fuji01198 

小薮橋   三重 fuji07899 

小様川橋  秋田 fuji27607 

小嵐橋   石川 fuji37701 

小嵐谷橋  福井 fuji43206 

小里橋   茨城 fuji21343 

小里橋   長野 fuji08633 

小緑橋   鹿児 fuji33440 

小林架道橋 兵庫 fuji17334 

小林橋   岡山 fuji22569 

小林橋   鳥取 fuji49347 

小林橋   福島 fuji34895 

小林橋   北海 fuji40682 

小林水路橋 兵庫 fuji06584 

小礼文川橋 北海 fuji19985 

小路浦橋  熊本 fuji08403 

小和滝橋  福島 fuji08276 

小和沢橋  岐阜 fuji08922 

小和知橋  群馬 fuji42877 

小和田橋  東京 fuji30002 

小和田川橋 群馬 fuji44298 

小巖橋（北川橋、蛇ケ橋）  

山形 fuji03688 

小椰州橋  東京 fuji35746 

小椰木橋  東京 fuji22517 

小櫃橋   千葉 fuji10056 

小櫃川橋  千葉 fuji12475 

小渕橋   神奈 fuji52537 

小磧橋   熊本 fuji41306 

小筵橋   熊本 fuji01123 

小籠橋   鹿児 fuji14269 

小藪川橋  愛媛 fuji17472 

庄ノ沢橋   山形 fuji42535 

庄ノ俣橋   新潟 fuji06711 

庄ノ又川橋  新潟 fuji16718 

庄屋橋   熊本 fuji36462 

庄屋橋   福岡 fuji25189 

庄下橋   富山 fuji29225 

庄下川橋  兵庫 fuji15431 

庄下川避溢橋 兵庫 fuji02160 

庄境川橋  滋賀 fuji27926 

庄橋    大阪 fuji02404 

庄橋    福井 fuji00690 

庄金剛寺橋（→元雄神橋）  

富山 fuji10404 

庄原橋   島根 fuji04600 

庄左衛門橋 東京 fuji13554 

庄左衛門前橋 東京 fuji03586 

庄司橋   千葉 fuji10786 

庄司橋   長野 fuji32944 

庄司橋   徳島 fuji46233 

庄垂川橋  滋賀 fuji37448 

庄瀬橋   新潟 fuji33505 

庄川橋   岡山 fuji24122 

庄川橋   大分 fuji07728 

庄川橋（→太田橋）  

富山 fuji08631 

庄中橋   岐阜 fuji24021 

庄田橋   京都 fuji39528 

庄田橋   三重 fuji06738 

庄内橋   宮崎 fuji47743 

庄内橋   山形 fuji25455 

庄内古川橋 埼玉 fuji21845 

庄内新川橋 愛知 fuji43314 
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庄内川橋  愛知 fuji08683 

庄内川橋  岡山 fuji06323 

庄内川左岸高架橋  

愛知 fuji43853 

庄内堀橋  埼玉 fuji22001 

庄之俣川橋 新潟 fuji04705 

庄兵衛橋  埼玉 fuji53030 

庄本跨線橋 大阪 fuji44557 

庄野橋   宮崎 fuji47397 

庄野橋   三重 fuji38853 

庄野橋   長崎 fuji53529 

床丹橋   北海 fuji51177 

床島橋   福岡 fuji45999 

床鍋橋   徳島 fuji36748 

床並眼鏡橋 熊本 fuji01373 

床並橋   鹿児 fuji53541 

床木川橋  大分 fuji36649 

床浪橋   鹿児 fuji22441 

承慶橋   岩手 fuji01283 

掌中橋   兵庫 fuji13241 

捷径橋（三沢橋）  

長野 fuji01259 

昇泉橋   静岡 fuji37722 

昇平橋   愛知 fuji29249 

昇竜橋   神奈 fuji13240 

昌栄橋   三重 fuji13977 

昌栄橋   富山 fuji29465 

昌永橋   石川 fuji08837 

昌平橋   新潟 fuji23156 

昌平橋   北海 fuji33467 

昌平橋（→万世橋）  

東京 fuji09492 

昌平橋架道橋 東京 fuji09914 

昌平小橋  北海 fuji33468 

昌簾橋   神奈 fuji39225 

昌簾滝橋  神奈 fuji16225 

昭安橋   佐賀 fuji19873 

昭栄橋   香川 fuji31961 

昭栄橋   神奈 fuji53481 

昭栄橋   長崎 fuji41455 

昭栄橋   福岡 fuji26339 

昭栄橋   北海 fuji46780 

昭栄橋（←昭和橋）  

鹿児 fuji26187 

昭興橋   鹿児 fuji27454 

昭国橋   熊本 fuji50613 

昭寿橋   北海 fuji46746 

昭代橋   岩手 fuji28147 

昭代橋   熊本 fuji21810 

昭代橋   埼玉 fuji51519 

昭代橋   秋田 fuji23383 

昭代橋   静岡 fuji30222 

昭代橋   大阪 fuji37127 

昭代橋（←下船場橋）  

福島 fuji05484 

昭代橋（下の橋）  

福島 fuji01933 

昭東橋   北海 fuji52722 

昭南橋   北海 fuji52706 

昭八橋   熊本 fuji25210 

昭平橋   大阪 fuji34589 

昭明橋   栃木 fuji32457 

昭明橋   福島 fuji25921 

昭和井路弓船水路橋  

大分 fuji31625 

昭和井路川原水路橋  

大分 fuji31066 

昭和井路大谷川水路橋  

大分 fuji32480 

昭和井路伏越水路橋  

大分 fuji31067 

昭和橋   愛知 fuji21163 

昭和橋   愛媛 fuji47535 

昭和橋   茨城 fuji19672 

昭和橋   岡山 fuji20411 

昭和橋   岩手 fuji20490 

昭和橋   岐阜 fuji19391 

昭和橋   宮崎 fuji23572 

昭和橋   宮城 fuji49208 

昭和橋   京都 fuji25569 

昭和橋   広島 fuji14261 

昭和橋   香川 fuji28229 

昭和橋   高知 fuji19734 

昭和橋   埼玉 fuji15992 

昭和橋   山口 fuji19440 

昭和橋   山梨 fuji41689 

昭和橋   神奈 fuji18351 

昭和橋   千葉 fuji40372 

昭和橋   大阪 fuji23535 

昭和橋   大分 fuji27367 

昭和橋   長崎 fuji38234 

昭和橋   長野 fuji19915 

昭和橋   鳥取 fuji26311 

昭和橋   島根 fuji19712 

昭和橋   東京 fuji22283 

昭和橋   東京 fuji32934 

昭和橋   東京 fuji38585 

昭和橋   徳島 fuji29435 

昭和橋   奈良 fuji20398 

昭和橋   庫 fuji27047 

昭和橋   北海 fuji24647 

昭和橋（→昭栄橋）  

鹿児 fuji26187 

昭和橋（←松程橋）  

山形 fuji04651 

昭和橋（←川俣橋）  

群馬 fuji06234 

昭和橋（←平田橋）  

新潟 fuji26938 

昭和橋（狩野橋）  

静岡 fuji47304 

昭和橋（把木橋）  

福岡 fuji20905 

昭和橋架道橋 東京 fuji23707 

昭和大橋  広島 fuji30853 

昭和大橋  新潟 fuji45162 

晶平橋   東京 fuji16544 

松か崎橋  秋田 fuji52075 

松ケ根橋  山形 fuji05832 

松ケ崎橋  京都 fuji33165 

松ケ崎橋  山形 fuji09085 

松ケ崎橋  新潟 fuji05512 

松ケ崎跨線橋 秋田 fuji48714 

松ケ枝（江？）橋（→下り松橋） 

 長崎 fuji05673 

松ケ枝橋  東京 fuji35038 

松ケ瀬橋  岐阜 fuji35922 

松ケ瀬橋  広島 fuji03486 

松ケ瀬橋  山口 fuji27333 

松ケ代跨線橋 兵庫 fuji53357 

松ケ谷下橋  福井 fuji07866 

松ケ谷橋  富山 fuji39711 

松ケ谷上橋  福井 fuji08838 

松ケ池橋  高知 fuji25782 

松ケ野橋  熊本 fuji19740 

松ケ野橋  鹿児 fuji22435 

松の橋   東京 fuji21686 

松の橋   北海 fuji47412 

松の恵橋  北海 fuji43732 

松ノ木橋   富山 fuji17014 

松ノ木瀬橋  群馬 fuji30080 

松の木沢橋 岩手 fuji38988 

松ほき橋  岡山 fuji29304 

松井橋   東京 fuji00343 

松井橋   奈良 fuji35386 

松井橋   富山 fuji31437 

松井橋   北海 fuji41817 

松井川橋  長野 fuji26470 

松蔭橋   愛知 fuji25022 

松蔭橋   三重 fuji51297 

松浦橋   佐賀 fuji07609 

松影橋   神奈 fuji18488 

松栄橋   群馬 fuji35513 

松栄橋   大阪 fuji01213 

松栄橋   東京 fuji20690 

松栄橋（常盤橋）  

新潟 fuji04157 

松永橋   東京 fuji00667 

松永橋   北海 fuji36921 

松永川橋  福井 fuji14804 

松岡橋   山形 fuji49954 

松岡橋   福島 fuji09354 

松岡橋   北海 fuji36699 

松岡三号橋 北海 fuji38573 

松岡二号橋 北海 fuji38572 

松下橋   愛知 fuji42952 

松下橋   北海 fuji50479 

松下川橋  静岡 fuji05725 

松間橋   徳島 fuji38656 

松丸橋   愛媛 fuji28023 

松丸橋   福岡 fuji10767 

松丘橋   山形 fuji26589 

松橋    岐阜 fuji14360 

松橋    東京 fuji35116 

松橋    福島 fuji27228 

松橋（赤）  熊本 fuji01197 

松橋橋   新潟 fuji00722 

松栗沢橋  山形 fuji22232 

松月橋   福岡 fuji19158 

松見橋   群馬 fuji04125 

松見橋   北海 fuji48696 

松元橋   鹿児 fuji30548 

松原橋   宮崎 fuji46249 

松原橋   群馬 fuji32216 

松原橋   広島 fuji23435 

松原橋   佐賀 fuji18877 

松原橋   三重 fuji35549 

松原橋   鹿児 fuji19747 

松原橋   秋田 fuji50660 

松原橋   静岡 fuji03055 

松原橋   大阪 fuji39946 

松原橋   大分 fuji23568 

松原橋   東京 fuji30003 

松原橋   栃木 fuji42385 

松原橋   和歌 fuji35807 

松原橋（←五条橋）  

京都 fuji38790 

松原潜橋  大分 fuji46011 

松原旋回橋 滋賀 fuji19795 

松古閑橋  熊本 fuji01039 

松戸跨線橋 千葉 fuji39013 

松戸川橋  新潟 fuji13383 

松五郎橋  北海 fuji33161 

松江橋   東京 fuji22045 

松江大橋（大橋）  

島根 fuji12058 

松根橋   山形 fuji03718 

松根沢橋  群馬 fuji47067 

松阪橋   栃木 fuji40499 

松阪橋（坂内橋？）  

三重 fuji33704 

松阪跨線橋 三重 fuji43617 

松阪大橋  三重 fuji00119 

松崎橋   岩手 fuji47765 

松崎橋   宮城 fuji33181 

松崎橋   三重 fuji26061 

松崎橋   鹿児 fuji50125 

松崎橋   静岡 fuji50269 

松崎橋   福岡 fuji17063 

松崎跨線橋 熊本 fuji47976 

松崎第一橋 島根 fuji52489 

松崎谷橋  徳島 fuji35831 

松山橋   茨城 fuji50664 

松山橋   熊本 fuji13758 

松山橋   香川 fuji31812 

松山橋   鹿児 fuji13257 

松山橋   東京 fuji28610 

松山橋   北海 fuji40343 

松山川橋  岡山 fuji23825 

松山川第一橋 宮崎 fuji14224 

松山川第五橋 宮崎 fuji14228 

松山川第三橋 宮崎 fuji14226 

松山川第四橋 宮崎 fuji14227 

松山川第七橋 宮崎 fuji14230 

松山川第二橋 宮崎 fuji14225 

松山川第六橋 宮崎 fuji14229 

松山太鼓橋 愛媛 fuji00290 

松枝橋   東京 fuji32931 

松寺橋   石川 fuji36330 

松室架道橋 京都 fuji20130 

松室大橋  山口 fuji15352 

松住町架道橋 東京 fuji23531 

松住町橋陸橋 東京 fuji24230 

松重橋   愛知 fuji38008 

松除一号橋 長野 fuji48775 

松除橋   長野 fuji48167 

松除三号橋 長野 fuji48777 

松除四号橋 長野 fuji48778 

松除二号橋 長野 fuji48776 

松沼橋   茨城 fuji44063 

松常橋   和歌 fuji03932 

松森橋   大阪 fuji53945 

松神橋   神奈 fuji36393 

松瀬橋   福岡 fuji32987 

松瀬橋   和歌 fuji35099 

松成橋   福井 fuji33508 

松聖橋   北海 fuji36295 

松石橋   青森 fuji03195 

松石陸橋  東京 fuji30015 

松川浦橋  福島 fuji11783 

松川橋   愛知 fuji29475 

松川橋   岡山 fuji11659 

松川橋   岩手 fuji04067 

松川橋   宮城 fuji03787 

松川橋   山形 fuji02991 

松川橋   新潟 fuji25517 

松川橋   千葉 fuji46930 

松川橋   長崎 fuji04853 

松川橋   長野 fuji04378 

松川橋   島根 fuji36809 

松川橋   富山 fuji32659 

松川橋   福島 fuji03843 

松川橋   北海 fuji43543 

松川橋（→糠野目橋）  

山形 fuji21676 

松川橋（糠野目大橋）  

山形 fuji00705 

松川橋（白橋） 長野 fuji06407 

松川跨線橋 福島 fuji42148 

松前橋   北海 fuji49670 

松前沢橋  岩手 fuji35501 

松倉橋   秋田 fuji46303 

松倉橋   福島 fuji33610 

松倉橋   北海 fuji39849 

松倉谷橋  富山 fuji23743 

松操橋   北海 fuji50182 

松草橋   岩手 fuji28556 

松村橋   兵庫 fuji04322 
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松泰寺橋  岐阜 fuji38313 

松代橋   青森 fuji06087 

松代橋   東京 fuji21921 

松大橋   愛知 fuji37819 

松沢橋   青森 fuji03767 

松沢橋   静岡 fuji27658 

松沢川橋  長野 fuji12142 

松茸橋   北海 fuji40697 

松谷橋   岐阜 fuji26203 

松谷橋   富山 fuji27875 

松竹橋     fuji36150 

松塚橋   大分 fuji35628 

松塚橋   奈良 fuji23248 

松程橋（→昭和橋）  

山形 fuji04651 

松程釣橋  山形 fuji18383 

松殿橋   東京 fuji50689 

松田橋   沖縄 fuji14647 

松田橋   岐阜 fuji40566 

松田橋   神奈 fuji19215 

松田橋   北海 fuji37516 

松田橋（←仲毛橋）  

沖縄 fuji04639 

松田高架橋 神奈 fuji51868 

松田川橋  高知 fuji11764 

松田川橋  栃木 fuji12881 

松田川橋  兵庫 fuji03435 

松田川大橋 高知 fuji48811 

松島橋   岡山 fuji25127 

松島橋   宮城 fuji19102 

松島橋   熊本 fuji48062 

松島橋   大阪 fuji03336 

松島橋   大分 fuji40757 

松島橋   東京 fuji03014 

松島橋   徳島 fuji49376 

松島橋   栃木 fuji47659 

松島橋   兵庫 fuji12161 

松島川橋  愛媛 fuji14641 

松島大橋  宮城 fuji51613 

松那川橋  徳島 fuji53126 

松内橋   香川 fuji18238 

松之内橋  神奈 fuji47474 

松之木橋  東京 fuji52101 

松幡橋   東京 fuji02750 

松尾橋   愛媛 fuji18864 

松尾橋   岐阜 fuji04799 

松尾橋   宮崎 fuji36895 

松尾橋   京都 fuji11435 

松尾橋   熊本 fuji01403 

松尾橋   香川 fuji09678 

松尾橋   高知 fuji25179 

松尾橋   鹿児 fuji09220 

松尾橋   静岡 fuji33378 

松尾橋   大阪 fuji11533 

松尾橋   大分 fuji17191 

松尾橋   長野 fuji15888 

松尾橋   福岡 fuji17415 

松尾橋   和歌 fuji26103 

松尾城橋  鹿児 fuji40327 

松尾川橋  山形 fuji23927 

松尾川橋  徳島 fuji41116 

松百川橋  石川 fuji17931 

松苗橋   北海 fuji32894 

松浜橋   新潟 fuji46633 

松部跨線橋 千葉 fuji19759 

松風橋   愛媛 fuji10187 

松風橋   香川 fuji37598 

松風橋   福岡 fuji46004 

松淵沢橋  長野 fuji11737 

松平橋   愛知 fuji14986 

松平橋   埼玉 fuji50678 

松本橋   愛知 fuji11832 

松本橋   岡山 fuji27984 

松本橋   広島 fuji30106 

松本橋   山口 fuji10132 

松本橋   神奈 fuji26934 

松本橋   長野 fuji09391 

松本橋   島根 fuji32512 

松本橋   東京 fuji20845 

松本川橋  鳥取 fuji17342 

松本大橋  山口 fuji00538 

松末橋   愛媛 fuji28031 

松名瀬橋  三重 fuji44339 

松木橋   秋田 fuji47773 

松木平橋  長野 fuji09773 

松野橋   北海 fuji30315 

松野町第一架道橋  

兵庫 fuji28817 

松野町第三架道橋  

兵庫 fuji28818 

松野町第二架道橋  

兵庫 fuji27695 

松野木橋  青森 fuji33472 

松葉ケ谷橋  熊本 fuji09820 

松葉橋   宮城 fuji31501 

松葉橋   埼玉 fuji35517 

松葉橋   新潟 fuji10740 

松葉橋   大分 fuji46510 

松葉橋   福島 fuji27826 

松葉橋   北海 fuji41821 

松葉川橋  高知 fuji10010 

松葉沢橋  山形 fuji19032 

松葉沢橋  山梨 fuji41870 

松葉平橋  岐阜 fuji47102 

松陽橋   兵庫 fuji31451 

松齢橋   福島 fuji04442 

梢川河口橋 愛媛 fuji49393 

樟金橋   千葉 fuji10541 

樟津橋（→竜野橋）  

兵庫 fuji11339 

樵橋    宮城 fuji46296 

沼の原橋  北海 fuji45244 

沼ノ上橋   群馬 fuji25952 

沼の沢橋  北海 fuji35177 

沼の沢跨線橋 北海 fuji43533 

沼の端橋  北海 fuji46766 

沼ノ端川橋  北海 fuji15202 

沼浦橋   福島 fuji43802 

沼下橋   宮城 fuji03519 

沼下橋   北海 fuji37937 

沼間跨線橋 神奈 fuji30599 

沼館橋   秋田 fuji29800 

沼館跨線橋 青森 fuji46903 

沼山津橋  熊本 fuji04237 

沼柴船橋（→五料橋）  

群馬 fuji06571 

沼上片桟橋 福島 fuji49796 

沼尻橋   北海 fuji30310 

沼須橋   群馬 fuji01486 

沼川橋   宮崎 fuji18160 

沼川橋   山形 fuji25907 

沼川橋   新潟 fuji24693 

沼川橋   静岡 fuji05698 

沼川橋   北海 fuji48223 

沼端跨線橋 北海 fuji51178 

沼池橋   滋賀 fuji25364 

沼田橋   群馬 fuji18576 

沼田橋   青森 fuji42518 

沼田橋   長崎 fuji09212 

沼田橋   長野 fuji11491 

沼田川大橋 広島 fuji17572 

沼田大橋（←翔竜橋）  

北海 fuji17606 

沼田沢橋  東京 fuji30732 

沼田野沢橋 長野 fuji11713 

沼尾橋   群馬 fuji03852 

沼尾川橋  群馬 fuji17267 

沼美橋   群馬 fuji33357 

沼部橋   東京 fuji37018 

沼部橋   福島 fuji33350 

沼幌橋   北海 fuji48303 

沼野橋   神奈 fuji18539 

湘東橋   神奈 fuji18979 

湘南小橋  神奈 fuji25998 

湘南新道橋 神奈 fuji41678 

湘南大橋  神奈 fuji27747 

焼河内橋  山口 fuji50428 

焼橋    岐阜 fuji39509 

焼山橋   三重 fuji49313 

焼尻橋   北海 fuji53732 

焼谷橋   岐阜 fuji33373 

焼島橋   新潟 fuji39928 

照井川橋  香川 fuji16801 

照越橋   宮城 fuji02504 

照湯橋   大分 fuji21658 

照燿橋   北海 fuji52723 

祥雲橋   埼玉 fuji25968 

祥雲橋   北海 fuji39855 

祥栄橋   北海 fuji19017 

祥島橋   京都 fuji48793 

菖蒲ケ段橋  鹿児 fuji29354 

菖蒲橋   宮崎 fuji33433 

菖蒲橋   佐賀 fuji13754 

菖蒲橋   新潟 fuji47671 

菖蒲橋   神奈 fuji23082 

菖蒲橋   東京 fuji18712 

菖蒲橋   和歌 fuji46698 

菖蒲川橋  青森 fuji04488 

菖土橋   徳島 fuji39683 

象ケ谷橋  神奈 fuji48751 

象ケ迫陸橋  鹿児 fuji13093 

象潟橋（欄干橋）  

秋田 fuji11675 

象潟川橋  秋田 fuji16191 

象郷橋   香川 fuji19727 

鉦打橋   徳島 fuji25158 

鐘ケ淵橋  熊本 fuji09336 

鐘起橋   兵庫 fuji39095 

鐘広橋   三重 fuji38167 

鐘山橋   山梨 fuji39048 

鐘打橋   京都 fuji49867 

鐘打沢橋  京都 fuji11547 

鐘鋳橋   岐阜 fuji36513 

鐘釣橋（錦繍橋）  

富山 fuji21774 

障子岩橋  大分 fuji16573 

鞘ケ谷橋  福岡 fuji43665 

鞘橋    香川 fuji00222 

鞘之段橋  鹿児 fuji46514 

上・橋   福岡 fuji41899 

上かなえ橋  東京 fuji31880 

上ケ橋   青森 fuji03780 

上ケ原橋  広島 fuji35947 

上ケ瀬橋  岐阜 fuji08572 

上ケ田瀬橋  岐阜 fuji51447 

上の下橋  大分 fuji48837 

上の加江橋 高知 fuji36459 

上ノ割橋   東京 fuji24928 

上ノ関大橋  山口 fuji53175 

上の橋   岩手 fuji00183 

上ノ橋   高知 fuji18314 

上の橋   滋賀 fuji31203 

上ノ橋   東京 fuji01682 

上の橋   福島 fuji11048 

上の橋   北海 fuji42328 

上の橋（浄光寺橋）  

秋田 fuji19294 

上の橋（北原橋）  

長野 fuji03309 

上ノ口橋   京都 fuji21804 

上の根橋  東京 fuji39221 

上の宿橋  秋田 fuji44436 

上ノ瀬橋   滋賀 fuji36603 

上ノ代発電所管理橋  

栃木 fuji15649 

上の沢橋  新潟 fuji51431 

上の沢橋  北海 fuji43369 

上ノ沢橋     fuji17259 

上ノ町橋   東京 fuji00687 

上の辻架道橋 大阪 fuji25077 

上ノ田橋   山梨 fuji30342 

上の島神明社太鼓橋  

岐阜 fuji27529 

上の平橋  栃木 fuji10431 

上パンケ橋  北海 fuji36667 

上べん越橋  北海 fuji47752 

上モベツ橋  北海 fuji43355 

上愛冠橋  北海 fuji53231 

上芦別跨線橋 北海 fuji51113 

上絢海橋  香川 fuji50611 

上鮎喰橋  徳島 fuji01743 

上安住橋  北海 fuji49633 

上伊勢橋  鳥取 fuji05301 

上伊沢谷橋 徳島 fuji48954 

上伊田避溢橋 福岡 fuji07285 

上井草橋  福島 fuji30887 

上磯新橋  北海 fuji40981 

上一の沢橋 北海 fuji52370 

上一宮川橋 岡山 fuji09994 

上一色橋  東京 fuji50691 

上一色中橋 東京 fuji36573 

上一湧別川橋 北海 fuji23887 

上引田橋  群馬 fuji52084 

上宇戸橋  長崎 fuji31951 

上宇曽川橋 滋賀 fuji27929 

上宇土橋  長崎 fuji40146 

上卯ノ木橋  神奈 fuji47464 

上碓氷川橋 群馬 fuji05133 

上姥ケ谷橋  徳島 fuji43003 

上越大橋  群馬 fuji37632 

上堰橋   東京 fuji37975 

上猿払橋  北海 fuji45056 

上塩橋   新潟 fuji13379 

上奥原橋  広島 fuji35943 

上岡橋   茨城 fuji37199 

上屋架道橋 福島 fuji49069 

上屋地橋  徳島 fuji11503 

上音更橋  北海 fuji28826 

上下橋   宮崎 fuji30061 

上下部川橋 宮崎 fuji16834 

上加須里橋 岐阜 fuji53798 

上加世田橋 鹿児 fuji25224 

上加茂橋  兵庫 fuji24101 

上架橋   大阪 fuji19118 

上河原橋  愛知 fuji03057 

上河原橋  宮城 fuji03265 

上河原橋  山梨 fuji41854 

上河原橋  神奈 fuji34690 

上河原橋  大分 fuji03368 

上河原橋  福岡 fuji29337 

上河原橋（→幸橋）  

栃木 fuji31693 

上河戸橋  岡山 fuji28744 

上花咲橋    fuji52559 

上荷軽井橋 青森 fuji40702 

上芽室橋  北海 fuji49702 

上賀茂橋  京都 fuji33760 

上賀茂神社片岡橋  



 ６６ 

京都 fuji00237 

上開田橋  滋賀 fuji10824 

上外田尻橋 岐阜 fuji41701 

上垣内橋  岐阜 fuji53083 

上角橋   和歌 fuji11017 

上叶第二号橋 北海 fuji15518 

上栢山橋  神奈 fuji51648 

上間藤橋  栃木 fuji10433 

上関寺橋  滋賀 fuji32582 

上関之尾橋 宮崎 fuji45830 

上丸山橋  長崎 fuji30862 

上丸木橋  岩手 fuji26821 

上岩屋橋  大分 fuji30874 

上岩出川橋 滋賀 fuji25373 

上岩松通路橋 北海 fuji40014 

上岩木橋  青森 fuji06083 

上菊橋   石川 fuji08562 

上吉沢川橋 神奈 fuji53300 

上吉田橋  岐阜 fuji47303 

上吉野川橋 高知 fuji31320 

上逆田橋  神奈 fuji43600 

上久下橋  兵庫 fuji28687 

上久加高架橋 京都 fuji44005 

上久我避溢橋 京都 fuji43876 

上久保橋  佐賀 fuji40664 

上休石橋  山形 fuji50224 

上宮橋   愛知 fuji19657 

上宮橋   高知 fuji37279 

上橋    愛知 fuji35050 

上橋    岡山 fuji11348 

上橋    新潟 fuji49997 

上橋    福岡 fuji19625 

上橋（関所橋） 長野 fuji00042 

上橋（高田橋） 岡山 fuji00372 

上橋津橋  鳥取 fuji04589 

上橋本橋  宮城 fuji42525 

上郷橋   茨城 fuji24868 

上郷橋   宮崎 fuji24458 

上郷橋   東京 fuji34689 

上郷橋   兵庫 fuji41746 

上郷高架橋 愛知 fuji51087 

上郷水道橋 神奈 fuji15690 

上錦橋   岡山 fuji18299 

上金原橋  北海 fuji51159 

上金多橋  鹿児 fuji40324 

上駒橋   北海 fuji37928 

上熊橋   島根 fuji45456 

上熊川橋  群馬 fuji35909 

上桑原橋  大阪 fuji45443 

上桑原橋  大分 fuji39571 

上郡橋   岡山 fuji25817 

上郡橋   兵庫 fuji08874 

上桂橋   北海 fuji36065 

上桂第三架道橋  

京都 fuji20131 

上繋橋   大阪 fuji04195 

上月橋   兵庫 fuji27951 

上原橋   岐阜 fuji11822 

上原橋   鹿児 fuji17197 

上原大橋  宮城 fuji41497 

上古市橋  島根 fuji40622 

上古川橋  山梨 fuji41860 

上戸橋   埼玉 fuji29193 

上戸跨線橋 福島 fuji51629 

上戸川橋  京都 fuji08101 

上戸大橋  福井 fuji25321 

上五反田橋 岡山 fuji46466 

上五明船橋 長野 fuji04269 

上御所橋  京都 fuji27668 

上御成橋  東京 fuji37419 

上御幤橋  三重 fuji24349 

上光満橋  愛媛 fuji13586 

上厚真大橋 北海 fuji41975 

上厚内跨線橋 北海 fuji44889 

上向田橋  鹿児 fuji22443 

上坑の内橋 大分 fuji45825 

上幸平橋  佐賀 fuji23290 

上広瀬橋  熊本 fuji52405 

上江橋   埼玉 fuji07949 

上江川橋  島根 fuji10362 

上江川橋（江川橋）  

島根 fuji14457 

上江丹別橋 北海 fuji46860 

上糠川橋  北海 fuji40015 

上糠内橋  北海 fuji40000 

上高岡橋  鹿児 fuji15899 

上高室橋  大阪 fuji53946 

上高瀬橋  香川 fuji09676 

上高浜橋（←高浜橋）  

大阪 fuji02358 

上高浜橋（←農通橋）  

大阪 fuji29819 

上高浜大橋（←高浜橋）  

大阪 fuji14693 

上高野橋  鹿児 fuji21822 

上今井橋  長野 fuji01751 

上今井船橋 長野 fuji10614 

上今須橋  岐阜 fuji44862 

上今明橋  島根 fuji40272 

上根橋   埼玉 fuji33359 

上根子橋  岩手 fuji41622 

上紺屋橋  新潟 fuji39623 

上最上橋  北海 fuji51902 

上妻ケ岡橋  宮崎 fuji31465 

上妻橋   群馬 fuji22676 

上坂井橋  福岡 fuji24455 

上柵出橋  石川 fuji53785 

上笹下橋  神奈 fuji45315 

上札内橋  北海 fuji46767 

上皐月橋  山梨 fuji41239 

上三宮橋  福島 fuji11384 

上三坂橋  福島 fuji49786 

上三石橋  徳島 fuji47947 

上三千橋  大阪 fuji41888 

上三川橋  栃木 fuji34899 

上三谷橋  広島 fuji32265 

上三湧別川橋 北海 fuji23683 

上三和橋  北海 fuji43750 

上山下橋  神奈 fuji33299 

上山橋   宮崎 fuji35400 

上山橋   徳島 fuji39110 

上山口橋  宮城 fuji02713 

上山口橋  山形 fuji22225 

上山手橋（←上二河橋）  

広島 fuji13580 

上山本橋（←山本橋）  

神奈 fuji01916 

上産川橋  長野 fuji31550 

上使橋   宮崎 fuji50828 

上士幌橋  北海 fuji25445 

上市の川橋 埼玉 fuji52091 

上市橋   広島 fuji48800 

上市橋   奈良 fuji47705 

上市場川橋 三重 fuji47323 

上指尾橋  熊本 fuji09191 

上枝川橋  兵庫 fuji18825 

上寺橋（朝羽大橋）  

福岡 fuji48187 

上室床橋  山梨 fuji44702 

上篠路西橋 北海 fuji37905 

上斜里橋  北海 fuji49711 

上社高架橋 愛知 fuji53342 

上社良橋  岐阜 fuji37439 

上車橋（石橋） 徳島 fuji01210 

上蛇木橋  栃木 fuji28160 

上若井橋  兵庫 fuji29584 

上手橋   鹿児 fuji27159 

上手川橋  静岡 fuji22066 

上手沢橋  山形 fuji20299 

上舟橋   福島 fuji11051 

上十三川橋 大阪 fuji02415 

上戎橋   大阪 fuji28950 

上渋山橋  北海 fuji52703 

上重信橋  愛媛 fuji39111 

上夙川橋  兵庫 fuji16746 

上宿橋   埼玉 fuji23139 

上宿橋   山形 fuji47261 

上出橋   大阪 fuji31302 

上出平橋  大分 fuji19880 

上初瀬川橋 岡山 fuji16788 

上所橋   香川 fuji20531 

上渚滑橋  北海 fuji48293 

上小阿仁橋 秋田 fuji28347 

上小夏橋  熊本 fuji01344 

上小川橋  茨城 fuji24869 

上小川橋  埼玉 fuji49080 

上小川橋  三重 fuji47891 

上小川橋  富山 fuji39965 

上小川橋  福島 fuji20675 

上小鳥橋  岐阜 fuji36407 

上小土川橋 静岡 fuji53334 

上床橋   鹿児 fuji14762 

上松橋   長野 fuji46641 

上松川橋  福島 fuji03543 

上松倉沢橋 山形 fuji13827 

上沼橋   長野 fuji03180 

上上洞橋  和歌 fuji35571 

上城見橋  大阪 fuji41096 

上城山橋  大分 fuji35082 

上条橋   新潟 fuji46349 

上尻別橋  北海 fuji35304 

上新井田橋 青森 fuji26816 

上新橋   岐阜 fuji42944 

上新橋   福井 fuji32242 

上新江川橋 福井 fuji07761 

上新町橋  岐阜 fuji01167 

上新田橋  神奈 fuji15402 

上新田橋  東京 fuji39486 

上真幸橋  宮崎 fuji26402 

上神崎川橋 大阪 fuji02414 

上人橋   福岡 fuji00376 

上仁々志別橋 北海 fuji46263 

上仁淀橋  高知 fuji37750 

上須崎橋  高知 fuji50810 

上水時橋  大阪 fuji45441 

上水流橋  鹿児 fuji18163 

上杉橋   山形 fuji17422 

上杉陸橋  京都 fuji33759 

上菅橋   鳥取 fuji05314 

上菅田橋  神奈 fuji33201 

上瀬橋（高瀬橋）  

三重 fuji13479 

上成橋   高知 fuji10605 

上成橋   島根 fuji22377 

上正斉橋  大阪 fuji15419 

上西橋   静岡 fuji05198 

上西橋   兵庫 fuji41892 

上石橋   埼玉 fuji46146 

上石狩橋  北海 fuji23378 

上石川橋（→金剛大橋）  

大阪 fuji04576 

上石沢橋  静岡 fuji27646 

 

上千年橋（←大和沢橋）  

青森 fuji04690 

上川井橋  岩手 fuji33014 

上川橋   鹿児 fuji51856 

上川橋   大阪 fuji23226 

上川橋   長野 fuji08841 

上川橋   福島 fuji34668 

上川橋   北海 fuji12420 

上川原橋  三重 fuji11430 

上川原橋  鹿児 fuji48991 

上川原橋  秋田 fuji37951 

上川原橋  青森 fuji32776 

上川原橋  福岡 fuji23870 

上川口橋  京都 fuji12512 

上川崎橋  宮崎 fuji46252 

上川大橋  北海 fuji43726 

上船橋（→綱切橋）  

長野 fuji10162 

上船津橋  大阪 fuji28415 

上船津橋  鳥取 fuji50760 

上船津橋  島根 fuji52488 

上船渡橋（安田橋・綱切橋） 

 長野 fuji02028 

上然別橋  北海 fuji49650 

上組橋   愛媛 fuji50444 

上総橋   愛媛 fuji27174 

上荘橋   兵庫 fuji20273 

上足寄橋  北海 fuji51167 

上村橋   熊本 fuji08235 

上村橋   香川 fuji34861 

上村橋   三重 fuji27195 

上村橋   山口 fuji18900 

上村橋   神奈 fuji51646 

上多気（大橋） 三重 fuji27917 

上多橋   北海 fuji46808 

上太刀別橋 北海 fuji48256 

上駄床橋  大分 fuji32993 

上帯一号橋 北海 fuji50484 

上帯五号橋 北海 fuji50488 

上帯広橋  北海 fuji43410 

上帯三号橋 北海 fuji50486 

上帯四号橋 北海 fuji50487 

上帯二号橋 北海 fuji50485 

上帯六号橋 北海 fuji50489 

上台橋   山形 fuji03539 

上台橋   神奈 fuji21387 

上大久保谷橋 徳島 fuji30052 

上大橋   埼玉 fuji28165 

上大崎橋  東京 fuji27707 

上大畑橋  青森 fuji40481 

上大野橋  徳島 fuji41774 

上大和橋  大阪 fuji14238 

上大和川橋（→第三大和川橋 

梁）   奈良 fuji23626 

上滝橋（新川橋）  

富山 fuji07167 

上谷橋   愛媛 fuji45991 

上地橋   岐阜 fuji17307 

上地瀬戸釣橋 岐阜 fuji07025 

上池川橋  富山 fuji35530 

上遅越橋  山形 fuji52806 

上竹跨線橋 福島 fuji46115 

上中ノ橋   大阪 fuji10588 

上中橋   岐阜 fuji44858 

上中橋   福井 fuji37110 

上中高橋  鳥取 fuji27057 

上中条北橋 大阪 fuji02403 

上中村めがね橋  

宮崎 fuji26495 

上中津川橋 鹿児 fuji08269 

上忠別橋  北海 fuji36221 

上忠類橋  北海 fuji34875 

上丁ノ田橋  大阪 fuji53111 

上町橋   熊本 fuji01345 

上町橋   鳥取 fuji46213 



 ６７ 

上町橋（→上塚橋）  

愛知 fuji03324 

上町橋（矢作川橋）  

愛知 fuji04801 

上町避溢橋 京都 fuji20124 

上長窪橋  静岡 fuji52583 

上長瀬橋  高知 fuji48978 

上長尾橋  静岡 fuji11497 

上長房橋  東京 fuji52533 

上長末橋  静岡 fuji10746 

上鳥羽橋  京都 fuji42968 

上鳥見橋  奈良 fuji10592 

上津屋橋  京都 fuji32954 

上津久礼眼鏡橋  

熊本 fuji01189 

上津橋   兵庫 fuji11980 

上津川橋  高知 fuji48059 

上追の沢一号橋  

宮城 fuji49765 

上追の沢二号橋  

宮城 fuji49766 

上塚橋（←上町橋）  

愛知 fuji03324 

上辻橋   大阪 fuji37129 

上坪井路橋 大分 fuji16115 

上鶴間橋  神奈 fuji25259 

上徹別橋  北海 fuji31741 

上天王橋（天王橋）  

東京 fuji25240 

上天狗橋  北海 fuji51156 

上天川橋  山梨 fuji40730 

上添橋   長野 fuji24965 

上伝城橋  徳島 fuji14081 

上殿橋   広島 fuji31609 

上殿口橋  広島 fuji53512 

上田屋橋  広島 fuji32970 

上田海橋  鹿児 fuji41801 

上田橋   大分 fuji49413 

上田橋   長野 fuji31920 

上田橋   富山 fuji33302 

上田橋（諏訪部橋）  

長野 fuji01894 

上田原橋  和歌 fuji50889 

上田瀬橋  岐阜 fuji31921 

上田沢橋  群馬 fuji25461 

上田沢橋  山形 fuji23116 

上田渡橋  愛媛 fuji17473 

上田府橋  長野 fuji32193 

上渡場橋  大阪 fuji20148 

上途別橋  北海 fuji42689 

上土橋   東京 fuji04142 

上土師橋  鳥取 fuji23849 

上唐戸川橋 岡山 fuji09995 

上島橋   静岡 fuji50582 

上島橋   大阪 fuji23782 

上島橋   長野 fuji36045 

上島田橋  和歌 fuji29973 

上東川橋  高知 fuji25779 

上湯田橋  鹿児 fuji15033 

上藤片桟橋 福島 fuji52815 

上奈橋   群馬 fuji26375 

上内山田橋 鹿児 fuji53536 

上内膳橋  兵庫 fuji43490 

上南方橋  宮崎 fuji33975 

上二河橋（→上山手橋）  

広島 fuji13580 

上二股橋  北海 fuji52662 

上二湧別川橋 北海 fuji23888 

上乳房橋  長野 fuji14689 

上忍川橋  埼玉 fuji16209 

上之橋   埼玉 fuji26900 

上之橋   東京 fuji00257 

上之原橋  鹿児 fuji46023 

上之山橋  鹿児 fuji50458 

上之川橋  和歌 fuji26106 

上之湯橋  鹿児 fuji09512 

上之輪橋  三重 fuji31232 

上馬荻橋  大阪 fuji50422 

上馬籠跨線橋  

鹿児 fuji13088 

上萩野橋  愛媛 fuji18866 

上柏尾橋  神奈 fuji23998 

上白石橋  秋田 fuji48493 

上白石橋  北海 fuji21734 

上白谷橋  岐阜 fuji33662 

上白谷橋  大分 fuji34780 

上白壁架道橋 東京 fuji35290 

上白壁橋  東京 fuji17894 

上畑橋   宮崎 fuji29741 

上畠橋   愛知 fuji08862 

上八雲橋  北海 fuji50158 

上八川（口）橋 高知 fuji26335 

上八幡橋  広島 fuji41425 

上板橋   京都 fuji18640 

上板橋   東京 fuji28615 

上板橋   徳島 fuji38210 

上飯尾川橋 徳島 fuji30622 

上尾島橋  福岡 fuji49406 

上尾野瀬橋 群馬 fuji44463 

上美幌橋  北海 fuji20551 

上美葉牛橋 北海 fuji48003 

上姫川橋  北海 fuji48855 

上百規橋  福島 fuji43799 

上浜跨線橋 秋田 fuji48718 

上富良野橋 北海 fuji46861 

上武橋   群馬 fuji11280 

上武庫橋  兵庫 fuji19582 

上武大橋（←向島橋）  

群馬 fuji04443 

上武大橋（中瀬橋）  

埼玉 fuji25606 

上伏古橋  北海 fuji49691 

上福原橋  大分 fuji34211 

上物部橋  兵庫 fuji23244 

上分橋   高知 fuji25272 

上分橋   高知 fuji28783 

上平井橋（平井大橋）  

東京 fuji17087 

上平橋   大阪 fuji30845 

上平橋   栃木 fuji33067 

上平吹橋  福井 fuji50262 

上平吹橋（←日野橋）  

福井 fuji27889 

上閉山田陸橋 鹿児 fuji23051 

上米良橋  宮崎 fuji52234 

上別保橋  北海 fuji42117 

上片貝橋  新潟 fuji42155 

上蜂ノ巣沢橋 静岡 fuji27656 

上豊後迫橋 鹿児 fuji22444 

上豊似橋  北海 fuji13106 

上豊富川橋 北海 fuji19027 

上飽別橋  北海 fuji43418 

上北橋   山口 fuji36747 

上牧下橋（下橋）  

岐阜 fuji44517 

上牧橋（伊勢山橋）  

岐阜 fuji16057 

上牧中橋  岐阜 fuji30169 

上幌橋   北海 fuji12565 

上幌向川橋 北海 fuji13318 

上幌内橋  北海 fuji53447 

上幌内川橋 北海 fuji04007 

上本城橋  鹿児 fuji37506 

上麻生橋  岐阜 fuji52393 

上妙典跨線橋 千葉 fuji53038 

上無橋   北海 fuji40477 

上無川橋  山形 fuji20992 

上牟田橋（第三金山橋）  

鹿児 fuji03696 

上名橋   群馬 fuji12230 

上名橋   鹿児 fuji16037 

上鳴沢橋  青森 fuji51209 

上耗地架道橋 神奈 fuji22050 

上木場橋  長崎 fuji12379 

上目黒川橋 東京 fuji23728 

上問寒別橋 北海 fuji42130 

上門橋   鹿児 fuji17728 

上野橋   岐阜 fuji27427 

上野橋   京都 fuji11237 

上野橋   群馬 fuji17531 

上野橋   三重 fuji24346 

上野橋   山形 fuji46923 

上野橋   山梨 fuji35675 

上野橋   神奈 fuji20058 

上野橋   静岡 fuji31799 

上野橋   大分 fuji29549 

上野橋   徳島 fuji11758 

上野橋   福井 fuji36403 

上野原橋  宮崎 fuji27533 

上野原橋  山梨 fuji52388 

上野原橋  鹿児 fuji34219 

上野跨線橋 三重 fuji47118 

上野深橋  北海 fuji23502 

上野川橋  岩手 fuji16168 

上野川橋  奈良 fuji08689 

上野大橋  兵庫 fuji28886 

上野大通架道橋  

東京 fuji17804 

上野大通架道橋  

東京 fuji20922 

上野殿橋  茨城 fuji37200 

上野本橋  埼玉 fuji16703 

上野本第五架道橋  

埼玉 fuji51410 

上野々橋  岩手 fuji39858 

上野々橋  宮崎 fuji32042 

上矢作橋  山梨 fuji41853 

上矢部川橋 福岡 fuji30860 

上矢文橋  北海 fuji37515 

上柳橋   広島 fuji50053 

上柳谷橋  愛媛 fuji06875 

上有無橋  山形 fuji30211 

上湧別橋（←富美橋）  

北海 fuji30751 

上雄武橋  北海 fuji43339 

上養老橋（土宇橋）  

千葉 fuji29121 

上淀川橋  秋田 fuji09898 

上淀川橋  大阪 fuji08944 

上利別橋  北海 fuji38825 

上梨橋   富山 fuji01560 

上里橋   北海 fuji51176 

上里土地橋 京都 fuji48792 

上陸別橋  北海 fuji49748 

上立会橋  東京 fuji03558 

上流橋   熊本 fuji04247 

上流鏑川橋 群馬 fuji17269 

上輪橋   新潟 fuji46590 

上歴舟橋  北海 fuji41037 

上路橋   新潟 fuji48366 

上脇橋   鹿児 fuji30632 

上蕨野橋  大分 fuji48153 

上枡谷橋  京都 fuji49490 

上椚田橋  東京 fuji10787 

上渕橋   茨城 fuji29935 

上眞幸橋  宮崎 fuji50328 

丈ケ谷橋  徳島 fuji47950 

丈岩橋   長野 fuji37594 

丈岩橋   北海 fuji32046 

丈六橋   徳島 fuji27350 

乗越橋   愛媛 fuji12168 

乗越橋   鳥取 fuji05313 

城ケ浦橋  福岡 fuji50067 

城ケ原橋  和歌 fuji34185 

城ケ坂橋  山梨 fuji40727 

城ケ谷橋  石川 fuji36329 

城ケ島大橋  神奈 fuji39776 

城ノ浦橋   熊本 fuji08367 

城の橋   広島 fuji53866 

城ノ橋   鹿児 fuji02409 

城の内橋  宮城 fuji44431 

城井川橋  福岡 fuji30742 

城浦第三橋 熊本 fuji08405 

城浦第二橋 熊本 fuji08404 

城運橋   大阪 fuji41278 

城運寺橋  大阪 fuji16736 

城岡橋   新潟 fuji34695 

城屋橋   京都 fuji32738 

城下橋   愛知 fuji32949 

城下橋   岐阜 fuji26034 

城下橋   群馬 fuji29191 

城下橋   鹿児 fuji34809 

城下橋   静岡 fuji53816 

城海津跨線橋（豊橋駅構内 

跨線橋）  愛知 fuji33084 

城巻橋   新潟 fuji51650 

城橋    埼玉 fuji53026 

城橋    千葉 fuji43578 

城橋    和歌 fuji40895 

城見橋   千葉 fuji47407 

城見橋   大阪 fuji29080 

城原川橋  佐賀 fuji06282 

城光寺橋  富山 fuji06925 

城崎街道陸橋 兵庫 fuji21215 

城崎大橋  兵庫 fuji36279 

城山下橋  東京 fuji40511 

城山街道架道橋  

滋賀 fuji25358 

城山橋   愛知 fuji42582 

城山橋   岐阜 fuji32367 

城山橋   京都 fuji27292 

城山橋   三重 fuji47885 

城山橋   山口 fuji49375 

城山橋   滋賀 fuji25365 

城山橋   新潟 fuji27244 

城山橋   神奈 fuji18350 

城山橋   静岡 fuji24340 

城山橋   石川 fuji26271 

城山橋   福岡 fuji47968 

城山橋   兵庫 fuji22100 

城山跨線橋 埼玉 fuji23522 

城山跨線橋 鹿児 fuji13096 

城山三連橋（眼鏡橋）  

福岡 fuji05635 

城山川第一橋 東京 fuji49547 

城山川第二橋 東京 fuji49607 

城山大橋  神奈 fuji47281 

城師橋   愛媛 fuji38039 

城瀬橋   鹿児 fuji20462 

城瀬谷橋 徳島 fuji26722 

城生跨線橋 富山 fuji21139 

城西橋   静岡 fuji22716 

城西橋   福岡 fuji18902 

城石橋   香川 fuji12986 

城川橋   滋賀 fuji25363 

城前橋   長野 fuji37113 

城代橋   静岡 fuji07895 

城大橋   宮崎 fuji20761 



 ６８ 

城谷橋   島根 fuji05320 

城端橋   富山 fuji28360 

城地橋   北海 fuji18260 

城町橋   大分 fuji35454 

城渡橋   香川 fuji27446 

城島橋   大阪 fuji44989 

城島小橋  大阪 fuji47123 

城島大橋  福岡 fuji38520 

城東運河橋 大阪 fuji28475 

城東貨物線橋 大阪 fuji45432 

城東橋   愛媛 fuji52206 

城東橋   佐賀 fuji28808 

城東橋   山口 fuji00825 

城東橋   大阪 fuji47128 

城東橋   栃木 fuji25937 

城東橋（→日向橋）  

福井 fuji41522 

城東大橋  大阪 fuji29897 

城内橋   青森 fuji04947 

城南橋   京都 fuji43481 

城南橋   山梨 fuji40553 

城南橋   東京 fuji46693 

城南橋   富山 fuji10554 

城南橋(鳥羽大橋)  

京都 fuji23552 

城之下橋  鹿児 fuji42479 

城尾橋   愛媛 fuji44155 

城鼻橋   高知 fuji27362 

城辺橋（比丘尼橋）  

東京 fuji21793 

城辺大橋（←僧都橋）  

愛媛 fuji07939 

城北一号橋 大阪 fuji49460 

城北橋   愛知 fuji48932 

城北橋   大阪 fuji28418 

城北橋   和歌 fuji29692 

城北川橋  大阪 fuji28417 

城嶺橋   愛知 fuji11086 

常安橋   滋賀 fuji38465 

常安橋   大阪 fuji03077 

常井橋   茨城 fuji38280 

常永橋   滋賀 fuji27015 

常園（寺）橋 京都 fuji00521 

常海橋   青森 fuji33471 

常楽寺川橋 島根 fuji12915 

常願寺橋  島根 fuji42764 

常願寺橋  富山 fuji06929 

常願寺水路橋（千寿橋）  

富山 fuji22697 

常願寺川橋 富山 fuji10931 

常願寺川水路橋  

富山 fuji33618 

常願寺大橋 富山 fuji33076 

常喜橋   佐賀 fuji29362 

常吉橋   京都 fuji25386 

常橋（高田橋） 福島 fuji09088 

常現寺橋  宮城 fuji43784 

常室橋   北海 fuji36165 

常室大橋  北海 fuji39838 

常世橋   京都 fuji28194 

常世橋   群馬 fuji28812 

常世橋   滋賀 fuji44203 

常総橋   茨城 fuji08798 

常総大橋  茨城 fuji40760 

常徳橋   大阪 fuji38607 

常盤旭橋  北海 fuji48687 

常盤一号橋 北海 fuji49752 

常盤橋   愛知 fuji07985 

常盤橋   愛媛 fuji29986 

常盤橋   茨城 fuji25837 

常盤橋   岡山 fuji17458 

常盤橋   京都 fuji23008 

常盤橋   群馬 fuji23460 

常盤橋   香川 fuji50300 

常盤橋   高知 fuji26153 

常盤橋   山口 fuji28898 

常盤橋   神奈 fuji10987 

常盤橋   青森 fuji05810 

常盤橋   大阪 fuji02247 

常盤橋   大分 fuji04864 

常盤橋   長野 fuji00867 

常盤橋   東京 fuji00125 

常盤橋   徳島 fuji04506 

常盤橋   栃木 fuji14944 

常盤橋   福岡 fuji00157 

常盤橋   福島 fuji04749 

常盤橋   北海 fuji06890 

常盤橋   和歌 fuji06184 

常盤橋（→後立山橋）  

富山 fuji14290 

常盤橋（→瑞浪橋）  

岐阜 fuji09949 

常盤橋（←古川橋）  

長崎 fuji12374 

常盤橋（松栄橋）  

新潟 fuji04157 

常盤橋（常葉橋）  

広島 fuji03644 

常盤橋橋  東京 fuji32555 

常盤新橋  北海 fuji52758 

常盤台高架橋 神奈 fuji50977 

常盤中央橋 北海 fuji47216 

常盤町架道橋 北海 fuji28549 

常盤二号橋 北海 fuji45584 

常磐橋   埼玉 fuji17774 

常磐橋   山口 fuji42999 

常磐橋   長野 fuji10339 

常磐橋（←坂巻橋）  

山形 fuji02879 

常磐橋（←坂巻大橋）  

山形 fuji00783 

常磐橋（外濠橋）  

東京 fuji14993 

常磐陸橋  茨城 fuji49077 

常福橋   青森 fuji46901 

常福橋   福岡 fuji26337 

常保免橋  愛媛 fuji28232 

常包橋   香川 fuji24831 

常豊橋   北海 fuji42675 

常木橋   群馬 fuji23944 

常葉橋   福島 fuji16998 

常葉橋（常盤橋）  

広島 fuji03644 

常陸橋   福島 fuji07826 

常陸山橋  茨城 fuji22251 

常呂橋   北海 fuji12559 

常呂川橋  北海 fuji05807 

常浪橋   新潟 fuji04493 

杖田中橋  兵庫 fuji23235 

杖立橋   大分 fuji24615 

杖立川橋  岡山 fuji23031 

杖立大橋  大分 fuji53958 

浄楽橋   東京 fuji23148 

浄橋    大阪 fuji20162 

浄光寺橋  東京 fuji04147 

浄光寺橋（上の橋）  

秋田 fuji19294 

浄国橋   東京 fuji41218 

浄心橋   長野 fuji33047 

浄水橋   北海 fuji47999 

浄土橋   富山 fuji23166 

浄土川橋  新潟 fuji15409 

浄土平橋  福島 fuji39469 

浄徳橋   和歌 fuji17338 

浄福橋   北海 fuji45241 

畳屋橋   広島 fuji33401 

畳石橋   宮城 fuji03517 

譲矢橋   福島 fuji13025 

錠ノ口橋   三重 fuji15588 

錠原陸橋  鹿児 fuji13607 

植松橋   埼玉 fuji32638 

植松橋   大分 fuji08239 

植松川橋  岡山 fuji11664 

植村橋   鹿児 fuji16589 

植地橋   三重 fuji47697 

植田橋   愛知 fuji03480 

植田橋→（高野大橋）  

大阪 fuji02012 

植田川地区橋梁  

愛知 fuji53343 

植苗橋   北海 fuji34643 

植苗橋   北海 fuji40019 

植別橋   北海 fuji42119 

植民橋   北海 fuji50169 

植木橋   岡山 fuji07203 

植木橋   群馬 fuji32332 

植木橋   佐賀 fuji26215 

植木橋   埼玉 fuji27237 

植木橋   鹿児 fuji16122 

植野川橋  栃木 fuji13364 

植柳橋   熊本 fuji21899 

織笠橋   岩手 fuji25889 

織笠大橋  岩手 fuji53173 

織機橋   山形 fuji22224 

織物会社用水路橋  

群馬 fuji05677 

 

食場の石橋（志安橋）  

熊本 fuji03992 

尻引橋   青森 fuji30207 

尻岸馬内橋 北海 fuji43341 

尻戸三避溢橋 大阪 fuji02399 

尻戸部沢橋 岩手 fuji30328 

尻高橋   岩手 fuji15359 

尻高橋   青森 fuji03209 

尻振橋   鳥取 fuji50597 

尻切橋   香川 fuji42625 

尻谷橋   大阪 fuji38176 

尻内橋   青森 fuji06896 

尻平橋   岩手 fuji50645 

尻平川橋  岩手 fuji15751 

尻平沢橋  長野 fuji12140 

尻別橋   北海 fuji12425 

尻別跨線橋 北海 fuji51352 

尻別五号橋 北海 fuji41824 

尻別三号橋 北海 fuji35888 

尻別四号橋 北海 fuji35022 

尻別川橋  北海 fuji09890 

尻無橋   鹿児 fuji16426 

尻無川橋  愛媛 fuji06830 

尻無川橋  大阪 fuji19931 

尻無川橋  長野 fuji37340 

尻無川橋  北海 fuji37803 

尻毛橋   岐阜 fuji04563 

信（新）犀橋（木戸橋）  

長野 fuji02800 

信栄橋   群馬 fuji06812 

信楽橋   滋賀 fuji07315 

信楽川橋  滋賀 fuji22779 

信楽大橋  滋賀 fuji34725 

信貴大橋  奈良 fuji46604 

信玄橋   山梨 fuji00723 

信砂橋   北海 fuji05453 

信砂川橋  北海 fuji15742 

信犀橋   長野 fuji07173 

信取橋   北海 fuji34426 

信州往還橋 山梨 fuji09495 

信成橋   北海 fuji38369 

信盛橋   北海 fuji31831 

信太橋   北海 fuji48247 

信濃橋   大阪 fuji12908 

信濃坂橋  長野 fuji36821 

信濃川橋  新潟 fuji07975 

信濃川大橋 新潟 fuji51273 

信濃川分水橋 新潟 fuji12807 

信濃町通仮橋 東京 fuji07156 

信夫橋（須川橋）  

福島 fuji02091 

信夫大橋  福島 fuji48737 

寝屋川橋  大阪 fuji20153 

寝屋川高架橋 大阪 fuji52484 

寝屋川水管橋 大阪 fuji36916 

寝屋川大橋 大阪 fuji42060 

心見橋   宮崎 fuji09538 

心見川橋  宮崎 fuji15839 

心斎橋   大阪 fuji00215 

心身橋   宮崎 fuji43960 

振興橋   愛知 fuji25351 

振慶名橋  沖縄 fuji09831 

振草東栄橋 愛知 fuji48788 

振内橋   北海 fuji30473 

振縫橋   北海 fuji46849 

振老川橋  北海 fuji27585 

新（信）栄橋 群馬 fuji24627 

新（真）猿橋（→吉野橋）  

神奈 fuji15070 

新（神）渕橋 長野 fuji24593 

新すさみ橋  和歌 fuji52174 

新トムラウシ橋  

北海 fuji46803 

新旭橋   山口 fuji46989 

新旭橋   大阪 fuji38474 

新旭橋   北海 fuji16428 

新鞍橋   福井 fuji38431 

新井橋   宮城 fuji02491 

新井橋   群馬 fuji41653 

新井橋   埼玉 fuji26916 

新井橋   長野 fuji24596 

新井橋   東京 fuji15164 

新井橋   北海 fuji41815 

新井郷川橋 新潟 fuji36263 

新井宿橋  東京 fuji03152 

新井新橋  兵庫 fuji23423 

新井田橋  宮城 fuji22219 

新井田橋  山形 fuji02910 

新井田橋  青森 fuji00886 

新井田川橋 山形 fuji13351 

新井田川橋 青森 fuji17250 

新井野橋  東京 fuji21375 

新井羅原橋 島根 fuji53119 

新井旅館渡りの橋  

静岡 fuji08574 

新磯馴橋  茨城 fuji47798 

新一橋   大阪 fuji00230 

新一条橋  北海 fuji31265 

新宇津目橋 岩手 fuji47568 

新羽橋   神奈 fuji32938 

新羽根橋  三重 fuji50586 

新雨竜橋  北海 fuji38263 

新浦橋   兵庫 fuji18826 

新浦合橋  熊本 fuji51335 

新浦島橋  神奈 fuji10984 

新栄橋   岐阜 fuji16863 

新栄橋   広島 fuji10760 

新栄橋   三重 fuji13049 

新栄橋   山形 fuji50369 

新栄橋   山口 fuji29978 

新栄橋   神奈 fuji47572 



 ６９ 

新栄橋   大阪 fuji16895 

新栄橋   長崎 fuji33551 

新栄橋   東京 fuji03006 

新栄橋   福島 fuji47269 

新栄橋   北海 fuji37845 

新栄橋（南明橋）  

東京 fuji22279 

新栄地橋  北海 fuji49719 

新永久橋  東京 fuji19106 

新永居橋（長居橋）  

東京 fuji21089 

新永橋   大阪 fuji43894 

新永小橋  大阪 fuji43895 

新永田橋  大阪 fuji51464 

新堰橋   長野 fuji16386 

新猿橋   山梨 fuji23534 

新猿橋（→吉野橋）  

神奈 fuji24506 

新猿払橋  北海 fuji48217 

新横山橋  栃木 fuji39473 

新横浜陸橋 神奈 fuji52549 

新横岫橋  山形 fuji53266 

新屋橋   群馬 fuji28841 

新屋橋   広島 fuji33529 

新屋橋   秋田 fuji15383 

新屋橋   新潟 fuji44481 

新屋橋   大阪 fuji45774 

新屋橋   富山 fuji02394 

新屋前橋  島根 fuji39383 

新屋町   広島 fuji36623 

新屋敷架道橋 東京 fuji18710 

新屋敷橋  愛知 fuji07102 

新屋敷橋  山形 fuji24858 

新屋敷橋  秋田 fuji42371 

新屋敷橋  神奈 fuji50245 

新屋敷橋  福島 fuji49788 

新乙字橋（乙字大橋）  

福島 fuji51542 

新下郷避溢橋 山口 fuji20257 

新下鶴橋  熊本 fuji52232 

新下府橋  島根 fuji40623 

新下條川橋 富山 fuji22295 

新加久保沢橋 山梨 fuji46035 

新加茂河橋 鳥取 fuji25396 

新家小橋  大阪 fuji43108 

新家村避溢橋 大阪 fuji02430 

新架橋   東京 fuji07370 

新歌島橋  大阪 fuji39877 

新河岸橋  東京 fuji32232 

新河岸川橋 埼玉 fuji29882 

新河岸川橋 東京 fuji19205 

新河橋   茨城 fuji47655 

新河原橋  福井 fuji30035 

新花貴橋  茨城 fuji37314 

新臥龍橋  山形 fuji51620 

新改橋   鹿児 fuji13766 

新海橋   東京 fuji02762 

新開橋   愛媛 fuji38925 

新開橋   群馬 fuji20834 

新開橋   広島 fuji19002 

新開橋   香川 fuji18224 

新開橋   佐賀 fuji15507 

新開橋   鹿児 fuji22448 

新開橋   神奈 fuji24690 

新開橋   大阪 fuji41279 

新開橋   東京 fuji21106 

新開橋   徳島 fuji53877 

新開橋   栃木 fuji14882 

新開橋   兵庫 fuji32837 

新開橋   北海 fuji37929 

新開陸橋    fuji24757 

新貝橋   群馬 fuji16300 

新貝橋   大分 fuji19881 

新割橋   愛知 fuji30226 

新滑川橋  長野 fuji50265 

新葛飾橋  東京 fuji48124 

新鰹座橋  大阪 fuji42253 

新冠栄橋  北海 fuji36082 

新冠橋(←高江橋)  

北海 fuji08445 

新冠大橋  北海 fuji33698 

新甘木橋（又原橋）  

福岡 fuji47970 

新観音橋  広島 fuji42048 

新間沢橋  山形 fuji49782 

新閑羅瀬橋 愛知 fuji50016 

新眼鏡橋  佐賀 fuji52222 

新岩崎橋  佐賀 fuji50815 

新岩瀬橋  宮崎 fuji43045 

新岩田橋  三重 fuji15413 

新喜興橋  北海 fuji52644 

新喜多橋  大阪 fuji25645 

新喜多小橋 大阪 fuji25745 

新喜多大橋 大阪 fuji35296 

新喜島橋  大阪 fuji43641 

新鬼光頭橋 福島 fuji53271 

新鬼怒川橋 栃木 fuji17766 

新亀井橋  東京 fuji04128 

新亀島橋  東京 fuji04127 

新菊名橋  神奈 fuji45634 

新吉原橋  神奈 fuji51801 

新吉田橋  山形 fuji34889 

新吉田橋  大阪 fuji48795 

新吉野橋  神奈 fuji52340 

新詰田川橋 香川 fuji12061 

新吸川橋  岩手 fuji33179 

新宮の橋  岐阜 fuji07890 

新宮橋   岡山 fuji49361 

新宮橋   島根 fuji37254 

新宮橋   福島 fuji49239 

新宮川橋  広島 fuji09606 

新宮川橋  山梨 fuji41243 

新宮川橋  長野 fuji08185 

新宮川橋  和歌 fuji25394 

新宮川大橋 三重 fuji36807 

新宮前橋  埼玉 fuji32149 

新牛岩橋  香川 fuji47182 

新居田橋  徳島 fuji37270 

新京橋   岡山 fuji43270 

新京橋   高知 fuji01840 

新京橋   東京 fuji21792 

新京阪橋  大阪 fuji40120 

新京浜国道架道橋  

東京 fuji52464 

新境橋   岐阜 fuji43243 

新境橋   新潟 fuji43255 

新境川橋  岐阜 fuji27429 

新境川橋  大分 fuji17488 

新橋    愛媛 fuji09449 

新橋    茨城 fuji04343 

新橋    沖縄 fuji00426 

新橋    岩手 fuji18270 

新橋    岐阜 fuji16650 

新橋    宮城 fuji04077 

新橋    京都 fuji01590 

新橋    香川 fuji38510 

新橋    佐賀 fuji03654 

新橋    埼玉 fuji23136 

新橋    山形 fuji03390 

新橋    滋賀 fuji24050 

新橋    新潟 fuji25317 

新橋    神奈 fuji13035 

新橋    青森 fuji07811 

新橋    静岡 fuji02245 

新橋    石川 fuji06930 

新橋    千葉 fuji20782 

新橋    大阪 fuji02006 

新橋    大分 fuji01405 

新橋    長崎 fuji00404 

新橋    長野 fuji00440 

新橋    島根 fuji05798 

新橋    栃木 fuji19502 

新橋    奈良 fuji10100 

新橋    福岡 fuji18736 

新橋    福島 fuji08730 

新橋    兵庫 fuji21452 

新橋    北海 fuji18332 

新橋    和歌 fuji07933 

新橋（→寿橋） 山口 fuji16329 

新橋（岩崎橋） 愛知 fuji03730 

新橋（曲輪橋） 群馬 fuji02192 

新橋（元・芝口橋）  

東京 fuji01768 

新橋（現・中橋）  

岡山 fuji00920 

新橋（現・美矢井橋） 

 愛知 fuji08475 

新橋（後・蓬莱橋）  

北海 fuji16358 

新橋（大正橋） 岡山 fuji02836 

新橋（大平眼鏡橋）  

熊本 fuji10190 

新橋（平和大橋）  

広島 fuji02374 

新興橋   千葉 fuji24902 

新興橋   北海 fuji51201 

新興橋   和歌 fuji34371 

新玉橋   神奈 fuji26265 

新玉橋   長崎 fuji14566 

新琴似橋  北海 fuji36372 

新琴似跨線橋 北海 fuji45886 

新琴似四番橋 北海 fuji53459 

新金橋   新潟 fuji39492 

新金橋   東京 fuji22457 

新金蔵寺橋 香川 fuji44363 

新金谷橋  岡山 fuji46467 

新駒越橋  北海 fuji46870 

新空知橋  北海 fuji46769 

新釧路川橋 北海 fuji16658 

新屈足橋  北海 fuji33446 

新熊の沢橋 栃木 fuji48040 

新熊野橋  和歌 fuji36139 

新熊野川橋 山形 fuji48725 

新栗ノ木川橋 新潟 fuji37025 

新桑曲橋  福岡 fuji47169 

新桑津橋  大阪 fuji29896 

新敬川橋  島根 fuji46985 

新桂川橋  群馬 fuji35512 

新桂川橋  山梨 fuji50930 

新月橋   高知 fuji08493 

新月橋   東京 fuji18767 

新兼山橋  岐阜 fuji49487 

新見川橋  鳥取 fuji16759 

新見川避溢橋 鳥取 fuji16898 

新古川橋  東京 fuji26737 

新古潭橋  北海 fuji43384 

新己斐橋  広島 fuji46736 

新戸橋   群馬 fuji10174 

新五月橋  奈良 fuji46731 

新呉服橋  熊本 fuji15618 

新後藤橋  青森 fuji28554 

新御園橋  愛知 fuji41272 

新御室川橋  

京都 fuji30182 

新御徳橋  福岡 fuji53386 

新御祓橋  福岡 fuji26171 

新光橋   大阪 fuji48796 

新幸ノ江橋  山口 fuji25148 

新幸橋   新潟 fuji50561 

新幸橋   東京 fuji06469 

新広橋   広島 fuji35066 

新広瀬橋  山口 fuji42772 

新広川橋  熊本 fuji52406 

新広川橋  埼玉 fuji29196 

新江戸橋  三重 fuji38013 

新江合川橋 宮城 fuji27604 

新江川大橋 愛知 fuji34715 

新江尾橋  鳥取 fuji42486 

新江堀橋  宮城 fuji30776 

新港橋   神奈 fuji11978 

新港橋   東京 fuji06470 

新港橋   福岡 fuji42457 

新港川橋  山口 fuji50603 

新港鉄道橋 神奈 fuji12406 

新紅葉山橋 北海 fuji49658 

新綱取橋  山形 fuji49783 

新肱江橋  三重 fuji51453 

新荒瀬橋  宮城 fuji45111 

新荒川橋  栃木 fuji37091 

新荒川大橋 埼玉 fuji52527 

新荒川大橋（岩淵橋）  

東京 fuji19831 

新香橋   兵庫 fuji43650 

新高橋   愛媛 fuji18303 

新高橋   佐賀 fuji25205 

新高橋   三重 fuji11090 

新高橋   鹿児 fuji25435 

新高橋   静岡 fuji53653 

新高橋   大阪 fuji10097 

新高橋   東京 fuji00491 

新高橋   福島 fuji26250 

新高橋   北海 fuji15903 

新高橋（→御岳橋）  

東京 fuji14980 

新高橋（←御岳万年橋）  

東京 fuji14980 

新高橋（←高橋）  

東京 fuji07971 

新高台橋  埼玉 fuji53478 

新国根府橋 北海 fuji52412 

新黒澤橋  岩手 fuji24617 

新今宮橋  埼玉 fuji52835 

新今里橋  大阪 fuji42440 

新根方橋  東京 fuji45292 

新佐賀橋  埼玉 fuji24528 

新佐原橋（→三瀬谷橋）  

三重 fuji46651 

新佐古橋  徳島 fuji41775 

新佐々橋  長崎 fuji45812 

新佐野渡橋 奈良 fuji29921 

新佐梨橋  新潟 fuji43460 

新佐呂別橋 北海 fuji44992 

新砂架道橋 東京 fuji53052 

新砂高架橋 東京 fuji51268 

新最上橋  北海 fuji47615 

新妻橋   北海 fuji53572 

新在家橋  兵庫 fuji23241 

新在家跨線橋 兵庫 fuji52952 

新在家高架橋 兵庫 fuji51872 

新在川橋  佐賀 fuji51713 

新財橋   香川 fuji46483 

新坂州橋  徳島 fuji33032 

新崎橋   神奈 fuji15482 

新崎橋   鳥 取 fuji04720 

新崎川橋  神奈 fuji17287 

新鷺石橋  群馬 fuji53016 

新作並橋  宮城 fuji49942 

新桜井橋  福島 fuji47061 



 ７０ 

新桜橋   神奈 fuji20056 

新桜橋   東京 fuji22009 

新桜川橋  茨城 fuji32329 

新三国橋  大阪 fuji23645 

新三国大橋 群馬 fuji43148 

新三崎橋  東京 fuji09743 

新三星橋  島根 fuji17043 

新三渡橋  三重 fuji34418 

新三保ケ崎橋 滋賀 fuji39941 

新山王橋（下り）  

神奈 fuji49573 

新山下橋  宮崎 fuji48068 

新山橋   岩手 fuji44055 

新山橋   京都 fuji13163 

新山崎橋  京都 fuji29684 

新山舟橋（→明治橋）  

岩手 fuji00366 

新山舟橋(北上川舟橋)  

岩手 fuji00429 

新山城橋  東京 fuji01989 

新山清路橋 長野 fuji46610 

新山田橋  富山 fuji35404 

新山田川橋 青森 fuji01729 

新山田川橋 青森 fuji31846 

新山本橋    fuji50038 

新山名橋  東京 fuji20028 

新四ッ谷見附橋  

東京 fuji21067 

新四宮川橋 京都 fuji12515 

新四方池橋 熊本 fuji51715 

新四万石川橋 富山 fuji19373 

新子又橋  三重 fuji50020 

新市橋   高知 fuji16293 

新市場橋  栃木 fuji28161 

新市大橋  広島 fuji48801 

新糸岐橋  佐賀 fuji44641 

新寺井橋  滋賀 fuji38170 

新寺橋   茨城 fuji07086 

新寺橋   岐阜 fuji53498 

新治橋   神奈 fuji53491 

新汐川橋  愛知 fuji26758 

新鹿橋   三重 fuji37872 

新鴫野橋  大阪 fuji26572 

新芝橋   東京 fuji19043 

新蛇石橋  福岡 fuji25188 

新若宮橋  群馬 fuji53275 

新手力橋  岐阜 fuji33377 

新酒匂橋（小田原大橋）  

神奈 fuji48359 

新寿橋   山口 fuji33849 

 

新寿橋(北国街道跨線橋)  

長野 fuji24599 

新洲崎橋  愛知 fuji39939 

新舟橋   福島 fuji33015 

新舟形橋  山形 fuji45908 

新舟川橋  富山 fuji23165 

新舟木橋（舟木大橋）  

三重 fuji49612 

新住吉橋  広島 fuji46738 

新十綱橋  福島 fuji13540 

新十三大橋 大阪 fuji49614 

新十津川橋 北海 fuji38373 

新戎橋   大阪 fuji06868 

新重川橋  山梨 fuji51813 

新宿駅地下道桁  

東京 fuji35428 

新宿橋   埼玉 fuji32190 

新宿橋   東京 fuji24927 

新宿跨線橋 東京 fuji14796 

新出雲郷橋 島根 fuji42182 

新出入橋  大阪 fuji12518 

新春日橋  兵庫 fuji53850 

新春日川橋 香川 fuji12062 

新処橋   秋田 fuji49229 

新所跨線橋 静岡 fuji28068 

新小鮎橋  神奈 fuji52541 

新小岩橋  東京 fuji40527 

新小橋   東京 fuji21697 

新小金井橋 東京 fuji49258 

新小松川一号高架橋  

東京 fuji52845 

新小川橋  青森 fuji53585 

新小川橋  東京 fuji52094 

新小川橋  福島 fuji49598 

新小袋橋  東京 fuji25991 

新小田橋  広島 fuji51684 

新小梅橋  東京 fuji04139 

新小野ケ谷橋 愛知 fuji47492 

新小路橋  鹿児 fuji19633 

新庄橋   京都 fuji29815 

新庄橋   広島 fuji23436 

新庄橋   大阪 fuji28476 

新庄橋   鳥取 fuji52958 

新庄橋   北海 fuji52248 

新庄橋   和歌 fuji46436 

新庄橋（笠原橋）  

滋賀 fuji27012 

新庄跨線橋 富山 fuji53313 

新庄小橋  大阪 fuji48562 

新庄川橋  京都 fuji24261 

新庄川橋  富山 fuji10072 

新庄大橋  岡山 fuji51311 

新庄大橋  広島 fuji27075 

新庄中橋  広島 fuji32401 

新昭院架道橋 鹿児 fuji39957 

新松山沢橋 山梨 fuji45327 

新松川橋  山形 fuji07356 

新松島駅跨線橋  

宮城 fuji36312 

新松平橋  埼玉 fuji52830 

新照院国道陸橋  

鹿児 fuji13097 

新上橋   鹿児 fuji01251 

新上橋架道橋 鹿児 fuji40451 

新上橋陸橋 鹿児 fuji13098 

新上鳥羽橋 京都 fuji50749 

新城橋   愛知 fuji12369 

新城橋   青森 fuji29162 

新城橋   静岡 fuji03054 

新城見橋  大阪 fuji41095 

新城跨線橋 愛知 fuji08356 

新城跨線橋 北海 fuji49595 

新城川橋  秋田 fuji37952 

新城東橋  福井 fuji35757 

新城北橋  大阪 fuji21203 

新場橋   東京 fuji02313 

新常盤橋  山梨 fuji36104 

新常盤橋  東京 fuji15295 

新々小路橋 鹿児 fuji20547 

新新川橋  埼玉 fuji53479 

新森越川橋 北海 fuji27595 

新森小路橋 大阪 fuji29423 

新神影橋  岡山 fuji53695 

新神橋   三重 fuji27266 

新神崎川橋 大阪 fuji15808 

新神前橋  岡山 fuji42603 

新神谷橋  東京 fuji46750 

新神通川橋 富山 fuji10892 

新神明橋  神奈 fuji33894 

新甚平橋  静岡 fuji37236 

新須賀橋架道橋  

東京 fuji23982 

新須賀町橋陸橋  

東京 fuji24247 

新吹野橋  熊本 fuji32005 

新水沢橋  山形 fuji51241 

新水道橋架道橋  

東京 fuji09913 

新水俣橋  熊本 fuji47385 

新瑞橋   愛知 fuji31346 

新数寄屋橋 東京 fuji38773 

新世（代）継橋 熊本 fuji14709 

新世安橋  熊本 fuji43261 

新世橋（←柳橋）  

北海 fuji01512 

新世継橋  熊本 fuji10143 

新瀬橋   新潟 fuji41682 

新瀬戸橋  神奈 fuji53061 

新瀬戸橋  静岡 fuji50913 

新制橋   東京 fuji51261 

新成橋   宮崎 fuji40443 

新成生橋  北海 fuji49672 

新晴橋（→宮古橋）  

岩手 fuji06676 

新清橋（屈足橋）  

北海 fuji16431 

新清水橋  栃木 fuji41646 

新生橋   岩手 fuji33013 

新生橋   滋賀 fuji06055 

新生橋   鹿児 fuji31339 

新生橋   北海 fuji40954 

新生橋（馬河淵橋）  

広島 fuji33247 

新生大橋  秋田 fuji41904 

新生田川橋 兵庫 fuji10275 

新盛綱橋  岡山 fuji42769 

新西原橋  宮城 fuji43782 

新西山沢橋 静岡 fuji34939 

新西沢橋  宮城 fuji35905 

新西福橋  愛知 fuji41725 

新青毛橋  埼玉 fuji52832 

新青木橋  佐賀 fuji44166 

新青柳橋  高知 fuji49620 

新石橋   東京 fuji17893 

新石橋   奈良 fuji30230 

新石狩大橋 北海 fuji50893 

新石町橋高架橋  

東京 fuji18173 

新赤池橋  福岡 fuji43940 

新赤土沢橋 静岡 fuji37237 

新赤野橋  高知 fuji50807 

新折木橋  福島 fuji42231 

新千種橋  愛知 fuji46400 

新千石橋  東京 fuji35344 

新千代大橋 北海 fuji40943 

新千代田橋 北海 fuji52050 

新川（大）橋 愛知 fuji12544 

新川暗閘  新潟 fuji17176 

新川橋   愛知 fuji00880 

新川橋   愛媛 fuji04303 

新川橋   茨城 fuji16206 

新川橋   岡山 fuji06416 

新川橋   沖縄 fuji06763 

新川橋   宮城 fuji02281 

新川橋   京都 fuji08335 

新川橋   熊本 fuji22649 

新川橋   群馬 fuji19036 

新川橋   広島 fuji31368 

新川橋   香川 fuji06065 

新川橋   埼玉 fuji49809 

新川橋   山形 fuji38993 

新川橋   山口 fuji08759 

新川橋   山梨 fuji10992 

新川橋   滋賀 fuji45766 

新川橋   鹿児 fuji06565 

新川橋   秋田 fuji06685 

新川橋   新潟 fuji12410 

新川橋   静岡 fuji05403 

新川橋   石川 fuji02335 

新川橋   千葉 fuji12886 

新川橋   大阪 fuji17954 

新川橋   大分 fuji15959 

新川橋   長崎 fuji04850 

新川橋   長野 fuji51982 

新川橋   島根 fuji11654 

新川橋   福島 fuji22703 

新川橋   兵庫 fuji10852 

新川橋   北海 fuji21833 

新川橋（→天神橋）  

福岡 fuji11029 

新川橋（→立山橋）  

富山 fuji14102 

新川橋（←二之橋）  

東京 fuji09371 

新川橋（宇喜多橋）  

東京 fuji36904 

新川橋（小土呂橋）  

神奈 fuji17436 

新川橋（上滝橋）  

富山 fuji07167 

新川口橋  長崎 fuji05980 

新川向橋  香川 fuji47955 

新川高架橋 愛知 fuji43854 

新川小橋  愛知 fuji32948 

新川上川橋 岐阜 fuji51668 

新川尻橋  岐阜 fuji41944 

新川新橋  愛知 fuji46950 

新川川橋  宮城 fuji25662 

新川大橋  愛知 fuji27570 

新川第二橋 山梨 fuji19387 

新川中央橋 北海 fuji46898 

新川中橋  愛知 fuji44951 

新川長栄橋 北海 fuji47434 

新川島橋  神奈 fuji43593 

新川南橋  香川 fuji19730 

新川避溢橋 大阪 fuji02157 

新川堀橋  香川 fuji18930 

新川名橋  神奈 fuji50692 

新扇橋   東京 fuji20857 

新泉田川橋 山形 fuji51625 

新浅茅野橋 北海 fuji49667 

新浅野川橋 滋賀 fuji47179 

新染谷川橋 群馬 fuji43809 

新船橋（ヘルスセンタ－橋） 

     千葉 fuji34565 

新船津橋  島根 fuji52963 

新銭座架道橋 東京 fuji45278 

新銭座町橋 東京 fuji11228 

新前橋   長野 fuji31551 

新前田橋  鹿児 fuji45211 

新善川橋  宮城 fuji37543 

新禅馬橋  神奈 fuji40219 

新倉橋   広島 fuji27073 

新倉橋   山梨 fuji39932 

新倉高架橋 山梨 fuji52569 

新倉第一橋   fuji52568 

新倉第二橋   fuji52901 

新惣川橋  兵庫 fuji39093 

新惣田橋  千葉 fuji45612 

新早戸橋  茨城 fuji49075 

新早川橋  山梨 fuji51734 

新早川橋  神奈 fuji40063 

新相模大橋 神奈 fuji52538 

新荘川橋  高知 fuji25178 

新増田川橋 宮城 fuji43781 

新村橋   佐賀 fuji24273 

新村第一橋 熊本 fuji08406 



 ７１ 

新村第五橋 熊本 fuji08410 

新村第三橋 熊本 fuji08408 

新村第四橋 熊本 fuji08409 

新村第二橋 熊本 fuji08407 

新村田川橋 千葉 fuji45614 

新多度橋  三重 fuji53097 

新打越橋  群馬 fuji24882 

新体橋   北海 fuji45061 

新帯橋   北海 fuji45090 

新替橋   長崎 fuji04852 

新代継橋  熊本 fuji09049 

新大井橋  大阪 fuji52944 

新大河橋（日の出橋）  

埼玉 fuji29405 

新大久保橋 香川 fuji51845 

新大橋   愛媛 fuji33415 

新大橋   岐阜 fuji14958 

新大橋   群馬 fuji06401 

新大橋   佐賀 fuji06205 

新大橋   鹿児 fuji11181 

新大橋   新潟 fuji19689 

新大橋   神奈 fuji31380 

新大橋   青森 fuji36167 

新大橋   石川 fuji02565 

新大橋   千葉 fuji35519 

新大橋   長崎 fuji01746 

新大橋   島根 fuji11860 

新大橋   東京 fuji00494 

新大橋   福岡 fuji29338 

新大橋   兵庫 fuji18543 

新大橋（→西平和大橋）  

広島 fuji33149 

新大橋（→富山大橋）  

富山 fuji11397 

新大橋（←大迫橋）  

岩手 fuji12824 

新大橋（神通新大橋）  

富山 fuji11397 

新大郷橋  三重 fuji52159 

新大阪駅高架橋  

大阪 fuji53675 

新大山橋  鳥取 fuji43672 

新大手橋  京都 fuji29920 

新大州橋  広島 fuji43656 

新大沼橋  和歌 fuji44835 

新大杉谷橋 三重 fuji35983 

新大清橋  福岡 fuji38523 

新大川橋  広島 fuji19592 

新大坪橋  福岡 fuji48980 

新大島橋  静岡 fuji36870 

新大函橋  北海 fuji47428 

新大牧橋  岐阜 fuji35206 

新大和橋  大阪 fuji02140 

新第一笹子川橋  

山梨 fuji48763 

新第三笹子川橋  

山梨 fuji48764 

新第四号国道高架橋  

栃木 fuji22902 

新第四笹子川橋  

山梨 fuji48765 

新滝橋   北海 fuji45065 

新滝内橋  和歌 fuji46211 

新宅橋   香川 fuji34263 

新拓橋   北海 fuji49679 

新沢橋   鹿児 fuji51857 

新沢橋   福島 fuji27501 

新濁川橋  三重 fuji46652 

新濁川橋  北海 fuji52738 

新濁淵橋  大分 fuji41590  

新竪川橋  東京 fuji20923 

新谷橋   神奈 fuji53544 

新谷橋   福岡 fuji38525 

新樽沢橋  静岡 fuji37239 

新男鹿橋  栃木 fuji24499 

新知内橋  北海 fuji30667 

新地橋   鹿児 fuji21520 

新地橋   大阪 fuji40122 

新地橋   長崎 fuji02208 

新地橋   東京 fuji01489 

新地橋   福岡 fuji16917 

新地橋   兵庫 fuji11013 

新地新橋  長崎 fuji05346 

新地川橋  静岡 fuji05728 

新地蔵橋  長崎 fuji07727 

新地第一橋 熊本 fuji08411 

新地第三橋 熊本 fuji08413 

新地第二橋 熊本 fuji08412 

新地沢橋  福島 fuji12875 

新池の山橋 大分 fuji52365 

新池橋   愛媛 fuji29789 

新池川橋  香川 fuji16809 

新築橋   東京 fuji05843 

新竹島橋  大阪 fuji43638 

新茶屋橋  山形 fuji20563 

新茶屋跨線橋 長野 fuji42742 

新茶屋川橋 長野 fuji11635 

新中橋   大阪 fuji40753 

新中橋   東京 fuji22616 

新中橋   福岡 fuji47548 

新中川橋  愛知 fuji53828 

新中川橋  三重 fuji50018 

新中川橋  長崎 fuji24559 

新中川橋  兵庫 fuji43298 

新中村川橋 三重 fuji41273 

新中津川大橋 岐阜 fuji24980 

新中島橋  秋田 fuji53594 

新中尾橋  群馬 fuji51402 

新中野橋  大阪 fuji35645 

新仲田橋  新潟 fuji42404 

新猪谷橋  富山 fuji45498 

新猪鼻橋  大阪 fuji39080 

新丁橋   宮城 fuji03807 

新潮鶴橋  神奈 fuji50387 

新町橋   愛知 fuji29254 

新町橋   茨城 fuji32928 

新町橋   岩手 fuji22213 

新町橋   宮崎 fuji37364 

新町橋   熊本 fuji04635 

新町橋   香川 fuji02590 

新町橋   高知 fuji20647 

新町橋   埼玉 fuji04889 

新町橋   三重 fuji05032 

新町橋   静岡 fuji00091 

新町橋   大阪 fuji00402 

新町橋   大分 fuji14427 

新町橋   長野 fuji22678 

新町橋   島根 fuji28207 

新町橋   徳島 fuji00110 

新町橋   兵庫 fuji18817 

新町橋   和歌 fuji22105 

新町橋（→勝間田大橋）  

岡山 fuji13064 

新町高架橋 奈良 fuji30381 

新町川橋  岡山 fuji09925 

新町川橋  香川 fuji18246 

新町川橋  徳島 fuji08337 

新長井橋  和歌 fuji49582 

新長助橋  三重 fuji50024 

新長津田橋 神奈 fuji49992 

新長尾橋  三重 fuji38674 

新長良橋（穂積大橋）  

岐阜 fuji46672 

新鳥居橋  広島 fuji48579 

新鳥橋   東京 fuji12242 

新津跨線橋 新潟 fuji36912 

新津江橋  福岡 fuji32983 

新津江橋（貫見大橋）  

熊本 fuji52281 

新津大橋（能代大橋）  

新潟 fuji27871 

新塚本架道橋 大阪 fuji41104 

新塚本町架道橋  

大阪 fuji51467 

新槻川橋  岐阜 fuji45662 

新辻橋   東京 fuji00507 

新鶴見橋（鶴見大橋）  

神奈 fuji30752 

新堤第二橋 徳島 fuji12920 

新梯大橋（小松大橋）  

石川 fuji26562 

新的場橋  香川 fuji38690 

新天狗橋  宮城 fuji38713 

新天神橋  京都 fuji42966 

新天神橋  埼玉 fuji53278 

新天満橋  大阪 fuji15811 

新伝馬橋  愛知 fuji36337 

新伝法大橋 大阪 fuji52485 

新田越橋  神奈 fuji46669 

新田間橋  神奈 fuji01515 

新田橋   愛媛 fuji26151 

新田橋   岩手 fuji27797 

新田橋   宮城 fuji04086 

新田橋   高知 fuji08117 

新田橋   山形 fuji03838 

新田橋   山口 fuji51318 

新田橋   山梨 fuji35763 

新田橋   鹿児 fuji41465 

新田橋   秋田 fuji20558 

新田橋   青森 fuji11376 

新田橋   静岡 fuji20354 

新田橋   千葉 fuji27166 

新田橋   大阪 fuji45966 

新田橋   大分 fuji43956 

新田橋   長崎 fuji01409 

新田橋   東京 fuji01787 

新田橋   福島 fuji04311 

新田橋   北海 fuji36182 

新田橋（→中橋）  

長野 fuji48923 

新田橋（旧） 和歌 fuji34253 

新田郷跨線橋 岩手 fuji42139 

新田跨線橋   fuji52570 

新田山橋  鹿児 fuji17758 

新田川橋  山形 fuji13833 

新田川橋  滋賀 fuji51456 

新田川橋  千葉 fuji12461 

新田川橋  栃木 fuji42149 

新田川橋  兵庫 fuji02063 

新田大橋  宮城 fuji34663 

新田第一架道橋  

東京 fuji53051 

新田谷高架 神奈 fuji46711 

新田中橋  大分 fuji46247 

新田町跨線橋 岩手 fuji53255 

新田頭橋  長崎 fuji50453 

新田辺大橋 和歌 fuji52617 

新田堀橋  福島 fuji41356 

新田堀用水堀橋  

群馬 fuji01570 

新田目橋  秋田 fuji28149 

新渡橋   東京 fuji30835 

新渡瀬橋  鹿児 fuji46020 

新渡沢橋  新潟 fuji13453 

新渡辺橋  大阪 fuji00871 

新登喜和橋 北海 fuji53215 

新登沢橋  静岡 fuji37235 

新都橋   東京 fuji48183 

新土井馬関橋 高知 fuji41784 

新土鉤橋  滋賀 fuji52162 

新塔世橋（塔世橋）  

三重 fuji26067 

新島橋   東京 fuji31135 

新島田橋  愛知 fuji49311 

新東橋   群馬 fuji21595 

新東六線橋 北海 fuji51147 

新藤橋   福島 fuji53145 

新藤田橋  秋田 fuji52258 

新堂橋   愛知 fuji20495 

新堂橋   三重 fuji27281 

新洞橋   大分 fuji43041 

新道橋   熊本 fuji08414 

新道橋   山梨 fuji52387 

新道橋   新潟 fuji39031 

新道橋   大阪 fuji36338 

新道橋   東京 fuji10464 

新道橋   北海 fuji41032 

新銅橋   大分 fuji16111 

新得橋（←十間橋）  

北海 fuji33988 

新得川橋  北海 fuji47221 

新得大橋  北海 fuji46790 

新徳橋   三重 fuji34013 

新那珂橋  栃木 fuji14778 

新内橋   香川 fuji31682 

新内山橋  熊本 fuji01238 

新凪橋   静岡 fuji34500 

新難波橋  大阪 fuji13451 

新二股瀬橋 福岡 fuji50309 

新日之出橋 愛知 fuji34431 

新日野橋  鳥取 fuji50969 

新入橋   鹿児 fuji16128 

新入川橋  福岡 fuji06423 

新農地橋  北海 fuji51187 

新波橋   群馬 fuji39009 

新波橋   秋田 fuji34887 

新馬込高架橋 東京 fuji29652 

新馬場橋  宮崎 fuji17602 

新白下大橋 高知 fuji48436 

新白糸橋  神奈 fuji39020 

新白川橋  福岡 fuji19622 

新迫川橋  宮城 fuji51376 

新箸別橋  北海 fuji44960 

新櫨橋   大阪 fuji13868 

新八阪川橋 大分 fuji50075 

新発田跨線橋 新潟 fuji46635 

新板橋   東京 fuji19522 

新飯塚橋  福岡 fuji27115 

新飯田橋  東京 fuji10060 

新飯田橋（←開運橋）  

新潟 fuji27748 

新飯野橋  福島 fuji04919 

新飯梨橋（赤江大橋）  

島根 fuji48573 

新番屋橋  山口 fuji22400 

新比治山橋（平野橋）  

広島 fuji48418 

新樋橋   長野 fuji24805 

新樋口橋  神奈 fuji51057 

新尾形橋（大河原橋） 宮 城

 fuji38815 

新尾由橋  三重 fuji50022 

新美栄橋  北海 fuji53565 

新美濃橋（美濃大橋）  

岐阜 fuji36933 

新美波羅橋 広島 fuji52619 

新百々川橋 長野 fuji53797 

新蛭子橋  大阪 fuji06980 



 ７２ 

新浜橋   佐賀 fuji53391 

新浜橋   神奈 fuji47475 

新浜橋   東京 fuji12240 

新浜港橋  兵庫 fuji22653 

新浜田跨線橋 青森 fuji53587 

新不動野橋 三重 fuji43615 

新富橋   宮崎 fuji50332 

新富橋   東京 fuji03861 

新富橋   北海 fuji38574 

新富士見橋 埼玉 fuji37906 

新富七号橋 北海 fuji30069 

新富町架道橋 北海 fuji11684 

新富津橋  岐阜 fuji45171 

新布橋   群馬 fuji06614 

新布忍橋  大阪 fuji37452 

新舞子橋（磐城舞子橋）  

福島 fuji43253 

新楓橋   福島 fuji43561 

新風屋橋  奈良 fuji36879 

新風間橋  山形 fuji48886 

新風祭橋  神奈 fuji48163 

新福崎橋  大阪 fuji48054 

新福来橋  愛媛 fuji44622 

新淵橋   長野 fuji03311 

新淵橋（神淵橋）  

長野 fuji10206 

新兵衛橋  愛媛 fuji35478 

新平井橋  東京 fuji21537 

新平田橋  愛知 fuji42953 

新平和橋  東京 fuji52423 

新弁天橋  三重 fuji52317 

新弁天橋  神奈 fuji22956 

新保橋   新潟 fuji05246 

新保橋   福井 fuji07857 

新宝川橋  福島 fuji51246 

新宝沢橋  山形 fuji50217 

新宝来橋  奈良 fuji53366 

新峰沢高架橋 神奈 fuji51271 

新豊永橋  高知 fuji44978 

新豊橋   北海 fuji53417 

新豊浜橋  東京 fuji26223 

新北五号東橋 北海 fuji52039 

新北尾川橋 鳥取 fuji33797 

新墨之江橋 大阪 fuji38913 

新牧橋   鹿児 fuji18469 

新堀橋   愛知 fuji09602 

新堀橋   熊本 fuji16936 

新堀橋   群馬 fuji25955 

新堀橋   埼玉 fuji22000 

新堀橋   新潟 fuji01178 

新堀橋   東京 fuji00750 

新堀橋   和歌 fuji29425 

新堀川橋  愛知 fuji40912 

新堀川橋  兵庫 fuji02035 

新本郷橋  北海 fuji53737 

新埋田橋  神奈 fuji33893 

新妹橋（→境橋）  

三重 fuji45394 

新妹山橋  奈良 fuji22101 

新幕張橋  千葉 fuji52531 

新又住橋  東京 fuji51263 

新湊橋   青森 fuji25648 

新湊橋   東京 fuji03005 

新湊川橋  兵庫 fuji11749 

新湊川大橋（←大橋）  

兵庫 fuji17809 

新蓑島橋（百年橋）  

福岡 fuji48651 

新霧積橋  群馬 fuji51403 

新名橋   香川 fuji04418 

新名西橋  愛知 fuji44936 

新明橋   宮城 fuji47438 

新明橋   埼玉 fuji52088 

新明治橋  広島 fuji48417 

新明治橋  大阪 fuji48175 

新免眼鐘橋 熊本 fuji01182 

新茂宮橋  茨城 fuji44295 

新木曽川橋 愛知 fuji52437 

新問寒別大橋 北海 fuji44736 

新門前橋  京都 fuji20374 

新野川橋  山形 fuji37954 

新野田橋  大阪 fuji18365 

新柳橋   広島 fuji39106 

新柳橋   東京 fuji45624 

新柳橋   北海 fuji46837 

新柳生橋  新潟 fuji44969 

新有楽架道橋 東京 fuji44902 

新有楽橋  東京 fuji18413 

新有楽町架道橋  

東京 fuji34474 

新有楽町橋 東京 fuji44904 

新有楽町橋高架橋  

東京 fuji34805 

新有川橋  北海 fuji40942 

新用悪水路橋 大阪 fuji24063 

新淀川橋  大阪 fuji11559 

新淀川大橋 大阪 fuji44759 

新落合橋  愛媛 fuji43020 

新落合橋  茨城 fuji36709 

新落水橋  新潟 fuji37222 

新落瀬橋（→阿曽大橋）  

三重 fuji43616 

新落瀬橋（旧） 三重 fuji43616 

新利根橋  茨城 fuji49960 

新立花橋  岐阜 fuji46599 

新立橋（←蓬莱橋）  

愛媛 fuji00895 

新立橋（西側） 島根 fuji08111 

新立橋（東側） 島根 fuji07515 

新流川橋  山梨 fuji46759 

新竜橋   北海 fuji30478 

新良橋   神奈 fuji48149 

新緑橋   三重 fuji48171 

新緑田橋  大阪 fuji42971 

新狼川橋  滋賀 fuji25044 

新六の橋（竪川橋）  

東京 fuji35343 

新六甲大橋 兵庫 fuji49491 

新六地蔵橋 京都 fuji28881 

新六番橋  滋賀 fuji52161 

新和迩川橋 滋賀 fuji40119 

新杣川橋  滋賀 fuji48630 

新框の木橋 静岡 fuji37238 

新楡木橋  群馬 fuji52260 

新簀子橋  埼玉 fuji48896 

森ケ崎高架  東京 fuji44848 

森タゴ橋   大分 fuji39646 

森の宮橋  大阪 fuji36278 

森安橋   愛媛 fuji24178 

森影谷橋    fuji26725 

森永橋   神奈 fuji40215 

森永橋   東京 fuji14037 

森永橋   北海 fuji43078 

森越川橋  北海 fuji27596 

森岡橋   愛知 fuji34848 

森屋橋   大阪 fuji47901 

森屋橋   富山 fuji47833 

森下橋   岐阜 fuji53813 

森下橋   熊本 fuji30155 

森下橋   群馬 fuji11987 

森下橋   大分 fuji36466 

森下橋   長野 fuji05873 

森下橋（→西山橋）  

静岡 fuji36409 

森下川橋  石川 fuji41228 

森開橋   北海 fuji49706 

森岳川橋  秋田 fuji09252 

森館橋   宮城 fuji02506 

森橋    愛知 fuji19555 

森橋    熊本 fuji35483 

森橋    高知 fuji20434 

森橋    静岡 fuji41716 

森橋    長崎 fuji06589 

森原橋   広島 fuji36436 

森戸橋   神奈 fuji15120 

森戸高架橋 神奈 fuji52880 

森戸川橋  神奈 fuji49589 

森広橋   香川 fuji47960 

森行一号橋 香川 fuji44360 

森国橋   山口 fuji16909 

森坂橋   島根 fuji05928 

森坂大橋  島根 fuji48409 

森崎橋   熊本 fuji09183 

森山橋   鹿児 fuji27160 

森山大橋  青森 fuji35720 

森住橋   東京 fuji21381 

森小路架道橋 大阪 fuji25079 

森庄橋   香川 fuji48806 

森庄川橋  香川 fuji11263 

森松橋   愛媛 fuji08667 

森上橋（大川橋）  

愛知 fuji50958 

森石橋   富山 fuji18422 

森石水路橋 富山 fuji19138 

森川橋   静岡 fuji05776 

森前橋   岐阜 fuji24977 

森前高架橋 東京 fuji44912 

森善橋   徳島 fuji26479 

森巣橋   大阪 fuji01575 

森村橋   静岡 fuji10444 

森町跨線橋 神奈 fuji47086 

森貞橋   香川 fuji45981 

森田架道橋 静岡 fuji44826 

森田橋   鹿児 fuji09615 

森田橋   奈良 fuji32440 

森田橋   和歌 fuji30432 

森島橋   石川 fuji38149 

森之宮町高架橋  

大阪 fuji24360 

森柏野橋  三重 fuji41733 

森平川橋  岡山 fuji21242 

森本橋   新潟 fuji44808 

森本橋   兵庫 fuji10271 

森本大橋  石川 fuji48046 

森野橋   高知 fuji53894 

森野橋   北海 fuji43360 

森林第一号橋 奈良 fuji38750 

森脇橋   広島 fuji42605 

榛川橋   埼玉 fuji20013 

深井橋（雄物川橋）  

秋田 fuji06899 

深浦橋   青森 fuji10027 

深浦橋   鳥取 fuji38676 

深海橋   長崎 fuji41303 

深海川橋  長崎 fuji25798 

深角眼鏡橋 宮崎 fuji04663 

深角橋   宮崎 fuji12781 

深角水路橋（←尾谷橋） 

宮崎 fuji01204 

深郷田橋  青森 fuji26815 

深見ダム橋  大分 fuji50323 

深見橋   茨城 fuji41842 

深見橋   静岡 fuji26038 

深見橋   千葉 fuji37694 

深原谷橋  島根 fuji13878 

深戸橋   宮城 fuji02497 

深江橋   大阪 fuji41099 

深江橋   長崎 fuji02594 

深江市場前橋 大阪 fuji35930 

深江小橋  大阪 fuji35931 

深山橋   愛媛 fuji20429 

深山橋   岐阜 fuji32816 

深山橋   京都 fuji27019 

深山橋   大分 fuji39139 

深山橋   東京 fuji36797 

深山橋   北海 fuji46893 

深山橋   和歌 fuji36615 

深山新橋  広島 fuji52188 

深山川橋  愛媛 fuji30696 

深志橋   長野 fuji05871 

深沼橋   宮城 fuji26446 

深森橋   徳島 fuji31006 

深水橋   熊本 fuji48064 

深水川橋  熊本 fuji10951 

深瀬橋   愛媛 fuji04420 

深瀬橋   岐阜 fuji42280 

深瀬橋   石川 fuji04372 

深瀬橋   大分 fuji07243 

深瀬戸橋（→那賀川中央橋） 

 徳島 fuji33950 

深瀬石橋  大分 fuji06264 

深瀬大橋  石川 fuji00785 

深瀬虹橋  山口 fuji00782 

深成橋   山口 fuji18127 

深西橋   群馬 fuji49247 

深雪橋   北海 fuji35002 

深雪川橋  北海 fuji20970 

深川橋   熊本 fuji34310 

深川橋   広島 fuji24387 

深川橋   山梨 fuji40232 

深川橋   鹿児 fuji43050 

深川橋   青森 fuji05815 

深川橋   北海 fuji14665 

深川川橋  山口 fuji20256 

深川大橋  北海 fuji41935 

深草高架橋 京都 fuji44001 

深草第一橋 京都 fuji43871 

深草第三橋 京都 fuji43872 

深草第二橋 京都 fuji43292 

深沢（川）橋 福島 fuji12873 

深沢横断橋 北海 fuji48189 

深沢橋   愛知 fuji13458 

深沢橋   岐阜 fuji48101 

深沢橋   京都 fuji11553 

深沢橋   群馬 fuji12451 

深沢橋   山梨 fuji03307 

深沢橋   新潟 fuji22968 

深沢橋   静岡 fuji34580 

深沢橋   長野 fuji02931 

深沢橋   東京 fuji27404 

深沢橋   栃木 fuji10432 

深沢橋   福島 fuji37194 

深沢川橋  長野 fuji07450 

深沢川水路橋 長野 fuji19644 

深沢第二橋 栃木 fuji10427 

深谷橋   岐阜 fuji14067 

深谷橋   三重 fuji17786 

深谷橋   石川 fuji50256 

深谷橋   大分 fuji17189 

深谷橋   福井 fuji49845 

深谷橋（←前島大橋）  

三重 fuji23551 

深谷跨線橋 新潟 fuji26940 

深谷大橋  島根 fuji41951 

深町橋   大分 fuji46248 

深津橋   広島 fuji41565 

深坪橋   神奈 fuji51807 

深田橋   京都 fuji00515 



 ７３ 

深田橋   大阪 fuji44124 

深田川橋  京都 fuji02418 

深田川橋  香川 fuji20508 

深渡橋   岩手 fuji01256 

深渡橋   秋田 fuji45251 

深入川橋  福島 fuji12874 

深名跨線橋 千葉 fuji15224 

深野橋   宮城 fuji02301 

深野大橋  三重 fuji37447 

深里橋   大阪 fuji09788 

深立目橋  岩手 fuji24475 

深渕河原線一号橋  

高知 fuji46499 

深渕河原線二号橋  

高知 fuji46500 

申合谷橋  山口 fuji17721 

真栄１号橋  北海 fuji51764 

真栄橋   北海 fuji42337 

真栄町架道橋 北海 fuji11685 

真加子橋  岡山 fuji21465 

真葛橋   山梨 fuji37227 

真萱橋   大分 fuji03140 

真間川橋  千葉 fuji39871 

真喜屋橋  沖縄 fuji09467 

真弓橋   愛知 fuji15001 

真弓橋   茨城 fuji44890 

真弓橋   京都 fuji17102 

真玉橋   沖縄 fuji33160 

真駒内１号橋 北海 fuji33856 

真駒内橋  北海 fuji51207 

真駒内川橋 北海 fuji23672 

真護寺橋  岐阜 fuji47869 

真黒橋   鹿児 fuji27535 

真砂橋   神奈 fuji12968 

真砂橋   東京 fuji26604 

真砂橋   兵庫 fuji34593 

真妻橋   和歌 fuji35811 

真坂橋   宮城 fuji28561 

真狩橋   北海 fuji45561 

真狩川橋  北海 fuji09894 

真寿橋   北海 fuji43394 

真上橋   栃木 fuji41651 

真城橋   福島 fuji29640 

真心橋   北海 fuji44222 

真人沢水路橋 新潟 fuji32472 

真政船橋  群馬 fuji01893 

真誠橋   北海 fuji49736 

真台橋   岐阜 fuji49297 

真沢橋   三重 fuji28871 

真中橋   秋田 fuji27739 

真虫原橋  岐阜 fuji42943 

真町橋   愛媛 fuji41292 

真鶴橋   山形 fuji21835 

真鶴橋   山梨 fuji21861 

真鶴橋   神奈 fuji51645 

真泥橋   三重 fuji11841 

真田橋   群馬 fuji14675 

真田橋   鹿児 fuji25230 

真田橋   和歌 fuji39949 

真田川橋  長野 fuji23062 

真田川橋  和歌 fuji09574 

真土下橋  愛媛 fuji32981 

真土橋   秋田 fuji46302 

真土沈下橋 愛媛 fuji44149 

真鍋橋   茨城 fuji24874 

真鍋橋   北海 fuji49193 

真如寺橋（→天神橋）  

高知 fuji00216 

真布一号橋 北海 fuji47610 

真布五号橋 北海 fuji44240 

真布三号橋 北海 fuji46087 

真布四号橋 北海 fuji46088 

真布二号橋 北海 fuji47611 

真福寺橋    fuji01298 

真柄（陸）橋 山形 fuji12864 

真名子橋  秋田 fuji46304 

真名川橋  福井 fuji39929 

真名頭橋  長野 fuji11069 

真木橋   山梨 fuji39046 

真木橋（泡の巻橋）  

福島 fuji21744 

真木川橋  新潟 fuji17925 

真木野橋  山形 fuji37544 

真野橋   宮城 fuji03794 

真野橋   福島 fuji11784 

真野川橋  滋賀 fuji38173 

真野川橋  福島 fuji07143 

神が岡橋  秋田 fuji42363 

神ノ浦橋   長崎 fuji07531 

神の岩橋  秋田 fuji18382 

神の原橋  大分 fuji47391 

神の前橋  福岡 fuji34773 

神ノ木橋   京都 fuji50591 

神ノ輪橋   愛知 fuji29252 

神威橋   北海 fuji34394 

神威小橋  北海 fuji47039 

神浦橋   鹿児 fuji07440 

神浦橋、   岡山 fuji46462 

神浦陸橋  神奈 fuji17285 

神影橋   岡山 fuji06992 

神栄橋   北海 fuji48864 

神越橋   北海 fuji39424 

神岡橋   岐阜 fuji48535 

神岡橋   埼玉 fuji44300 

神岡大橋  岐阜 fuji48051 

神音橋   北海 fuji22596 

神下田橋  岡山 fuji41767 

神華橋   北海 fuji48307 

神過橋   山口 fuji34859 

神賀橋   高知 fuji17062 

神楽岡橋  北海 fuji41332 

神楽岡公園橋（神楽橋）  

北海 fuji14326 

神楽橋   群馬 fuji30944 

神楽橋   山梨 fuji10259 

神楽橋（→忠別橋）  

北海 fuji06286 

神楽橋（神楽岡公園橋）  

北海 fuji14326 

神楽第３９号橋  

北海 fuji51757 

神楽第４３号橋  

北海 fuji50342 

神楽第５１号橋  

北海 fuji45881 

神楽町第一架道橋  

兵庫 fuji23355 

神楽町第三一架道橋  

兵庫 fuji23357 

 

神楽町第四架道橋  

兵庫 fuji23358 

神掛橋   鹿児 fuji14750 

神岩橋   岐阜 fuji40580 

神寄橋   富山 fuji26950 

神宮架道橋 三重 fuji21285 

神宮橋   茨城 fuji20994 

神宮橋   岐阜 fuji18795 

神宮橋   鹿児 fuji13258 

神宮橋   東京 fuji15466 

神宮寺橋  静岡 fuji18732 

神宮寺橋  徳島 fuji44612 

神宮東橋  愛知 fuji35280 

神居橋   北海 fuji35305 

神居大橋（←巻橋）  

北海 fuji07953 

神居大橋（←神竜橋）  

北海 fuji17664 

神居陸橋  北海 fuji22825 

神峡橋   富山 fuji32429 

神峡橋（猪谷吊橋）  

富山 fuji31598 

神橋    愛知 fuji28947 

神橋    岐阜 fuji39245 

神橋    宮崎 fuji31180 

神橋    群馬 fuji00581 

神橋    広島 fuji08483 

神橋    埼玉 fuji29002 

神橋    埼玉 fuji30522 

神橋    山梨 fuji47485 

神橋    鹿児 fuji26485 

神橋    大分 fuji29021 

神橋    徳島 fuji40641 

神橋    栃木 fuji00241 

神橋    福岡 fuji12644 

神橋    福島 fuji09854 

神橋（←高田橋）  

岡山 fuji29136 

神橋（←山菅の蛇橋）  

栃木 fuji00034 

神橋？（神田橋）  

広島 fuji18733 

神興橋   高知 fuji14121 

神恵橋   北海 fuji16357 

神迎橋   大分 fuji18203 

神懸橋   香川 fuji12556 

神懸橋（伊鈴橋）  

宮城 fuji50652 

神原下橋  岡山 fuji25134 

神原橋   広島 fuji28004 

神原橋   大分 fuji45826 

神原橋   島根 fuji48411 

神原上橋  岡山 fuji30287 

神戸橋   岐阜 fuji24797 

神戸橋   群馬 fuji04120 

神戸橋   山梨 fuji46357 

神戸橋   神奈 fuji28619 

神戸橋   静岡 fuji52145 

神戸橋   長野 fuji11804 

神戸橋（←足渡橋）  

島根 fuji23483 

神戸川橋  愛知 fuji05020 

神戸川橋  埼玉 fuji39351 

神戸川橋  石川 fuji30634 

神戸川橋  島根 fuji12913 

神戸沢橋  長野 fuji11299 

神幸橋   愛媛 fuji23555 

神幸橋   高知 fuji15128 

神幸橋   大分 fuji30709 

神幸橋   長野 fuji03138 

神幸橋   福岡 fuji26174 

神鋼橋   神奈 fuji40535 

神妻川橋  静岡 fuji25732 

神祭橋   佐賀 fuji14265 

神財橋   佐賀 fuji28117 

神坂橋   新潟 fuji10741 

神崎橋   岡山 fuji21468 

神崎橋   鹿児 fuji39414 

神崎橋   神奈 fuji32498 

神崎橋   千葉 fuji39651 

神崎橋   大阪 fuji17322 

神崎橋   兵庫 fuji22815 

神崎高架橋 兵庫 fuji44026 

神崎川橋  大阪 fuji10270 

神崎大橋  千葉 fuji49477 

神崎大橋  大阪 fuji18645 

神埼橋（←鶴田橋）  

佐賀 fuji18151 

神山橋   愛媛 fuji19732 

神山橋   宮城 fuji04085 

神山橋   群馬 fuji06912 

神山橋   山梨 fuji42568 

神山橋   北海 fuji44041 

神山川橋  宮城 fuji51222 

神子橋   鹿児 fuji24223 

神子橋   大阪 fuji42255 

神子橋   東京 fuji24924 

神子内橋  栃木 fuji26453 

神子畑橋  兵庫 fuji04654 

神児留橋  三重 fuji05272 

神持橋   山口 fuji37475 

神社橋   北海 fuji44221 

神社橋   和歌 fuji37250 

神社橋（宮之前橋）  

鹿児 fuji19892 

神社川橋  北海 fuji33788 

神若橋   兵庫 fuji09791 

神取橋(→和淵橋)  

宮城 fuji23494 

神樹橋（岩尾内３号橋）  

北海 fuji50894 

神洲橋   大阪 fuji26532 

神宿橋   大分 fuji15667 

神水橋   北海 fuji42067 

神水川橋  北海 fuji47037 

神瀬橋   熊本 fuji26180 

神瀬橋（脇谷橋）  

三重 fuji10650 

神瀬新橋（第一神瀬橋）  

三重 fuji46601 

神石橋   大阪 fuji27947 

神仙橋   北海 fuji18942 

神川橋   熊本 fuji03709 

神川橋   鹿児 fuji07224 

神川橋   神奈 fuji29460 

神川橋   静岡 fuji16888 

神川橋   長野 fuji07877 

神泉苑橋  京都 fuji17318 

神泉閣橋  北海 fuji10625 

神前橋   神奈 fuji32648 

神前橋   福島 fuji28576 

神前橋   兵庫 fuji27954 

神足都計橋 京都 fuji43986 

神代の浮橋 福岡 fuji00062 

神代橋   神奈 fuji42238 

神代橋   徳島 fuji03094 

神代橋   福岡 fuji29925 

神代橋（←神代万年橋）  

東京 fuji29505 

神代川橋  北海 fuji14662 

神代万年橋（→神代橋）  

東京 fuji29505 

神滝橋   宮城 fuji46580 

神滝橋   三重 fuji19865 

神宅橋   徳島 fuji24396 

神沢下橋  山梨 fuji42572 

神沢高架橋 静岡 fuji51544 

神沢川橋  静岡 fuji05703 

神沢中橋  山梨 fuji43607 

神谷橋   岐阜 fuji20348 

神谷橋   京都 fuji53847 

神谷橋   東京 fuji19682 

神谷橋   福井 fuji09127 

神谷高架橋 静岡 fuji53433 

神谷城菊川橋 静岡 fuji05721 

神谷川橋  広島 fuji26669 

神谷川橋  高知 fuji18308 

神谷沢橋  群馬 fuji12014 



 ７４ 

神谷陸橋  東京 fuji52459 

神地谷橋  三重 fuji32249 

神長橋   広島 fuji40631 

神鳥谷跨線橋 栃木 fuji47272 

神津３号橋  大阪 fuji53951 

神津此吊橋 山口 fuji34260 

神通峡橋  富山 fuji01809 

神通橋   岐阜 fuji30594 

神通橋   京都 fuji27027 

神通橋   徳島 fuji40797 

神通橋（←舟橋）  

富山 fuji04371 

神通新大橋（新大橋）  

富山 fuji11397 

神通新大橋（富山大橋）  

富山 fuji27569 

神通川橋（三井鉄橋）  

富山 fuji22736 

神通川橋（猪谷橋）  

富山 fuji22736 

神通川船橋 富山 fuji00172 

神通大橋  富山 fuji09764 

神通谷橋  徳島 fuji40427 

神通吊船  徳島 fuji15644 

神塚橋   東京 fuji26460 

神塚橋   北海 fuji46887 

神爪跨線橋 兵庫 fuji53362 

神庭沢橋  東京 fuji34293 

神田～上野間高架橋  

東京 fuji22451 

神田橋   愛知 fuji35924 

神田橋   愛媛 fuji25420 

神田橋   沖縄 fuji31478 

神田橋   岐阜 fuji35767 

神田橋   京都 fuji11335 

神田橋   山口 fuji00917 

神田橋   秋田 fuji05480 

神田橋   青森 fuji11361 

神田橋   静岡 fuji29412 

神田橋   大分 fuji04259 

神田橋   長野 fuji36767 

神田橋   鳥取 fuji27313 

神田橋   島根 fuji04722 

神田橋   東京 fuji01938 

神田橋   徳島 fuji40795 

神田橋   奈良 fuji10102 

神田橋   福井 fuji01507 

神田橋   和歌 fuji10106 

神田橋（牛田橋）  

広島 fuji00368 

神田橋（神橋？）  

広島 fuji18733 

神田橋（辰口橋）  

石川 fuji33655 

神田橋（辰口大橋）  

石川 fuji29467 

神田上水橋 東京 fuji05696 

神田瀬川橋 徳島 fuji14208 

神田川橋  愛知 fuji21416 

神田川橋  山口 fuji08998 

神田川橋  静岡 fuji05732 

神田川橋  長野 fuji34579 

神田川橋  東京 fuji15397 

神田川橋  奈良 fuji22103 

神田大通架道橋  

東京 fuji35340 

神田大通橋 東京 fuji17805 

神田木橋  山梨 fuji51976 

神田脇橋  福岡 fuji38226 

神途橋   愛媛 fuji19013 

神土沢橋  群馬 fuji12012 

神島橋   愛知 fuji36873 

神島橋   岡山 fuji53187 

神島橋   広島 fuji27580 

神島橋   静岡 fuji31554 

神島橋拡幅 広島 fuji47938 

神童子橋  奈良 fuji33767 

神徳橋   愛知 fuji33796 

神奈川橋  神奈 fuji03700 

神奈川橋  鳥取 fuji27723 

神南辺橋  大阪 fuji17455 

神之市橋  鹿児 fuji50335 

神之川橋  鹿児 fuji12953 

神之木橋  岐阜 fuji39056 

神納橋   島根 fuji20404 

神納橋（下流側）  

北海 fuji41934 

神納橋（御幸ノ橋）  

愛媛 fuji07605 

神波多橋  奈良 fuji46981 

神馬橋   鳥取 fuji52179 

神馬橋   北海 fuji46071 

神尾橋   宮城 fuji03811 

神尾橋   北海 fuji51514 

神尾川橋  愛知 fuji06052 

神武橋   岡山 fuji27996 

神武川橋  三重 fuji46724 

神淵橋（新淵橋）  

長野 fuji10206 

神別坂跨線橋 島根 fuji14697 

神辺橋   三重 fuji29905 

神保橋   富山 fuji34037 

神明橋   愛知 fuji05410 

神明橋   愛媛 fuji11175 

神明橋   群馬 fuji16443 

神明橋   広島 fuji16325 

神明橋   三重 fuji24343 

神明橋   山形 fuji50526 

神明橋   新潟 fuji41679 

神明橋   神奈 fuji32499 

神明橋   青森 fuji33178 

神明橋   大阪 fuji27032 

神明橋   東京 fuji22609 

神明橋   徳島 fuji15554 

神明橋   富山 fuji14338 

神明橋   北海 fuji35311 

神明川橋  静岡 fuji25010 

神門橋   宮崎 fuji09216 

神門橋   鹿児 fuji02211 

神野橋   愛媛 fuji31046 

神野橋   香川 fuji46485 

神野橋   徳島 fuji19099 

神野橋   和歌 fuji28718 

神野避溢橋   fuji46396 

神矢橋   岐阜 fuji12362 

神立橋   島根 fuji02835 

神立跨線橋 新潟 fuji47092 

神立立体交差橋  

茨城 fuji53272 

神流川橋  群馬 fuji22911 

神流川橋  埼玉 fuji25668 

神竜橋（→神居大橋）  

北海 fuji17664 

神龍橋   愛媛 fuji30820 

神領橋   愛知 fuji51071 

神領第一高架橋  

神奈 fuji51747 

神領第二高架橋  

神奈 fuji51748 

神路橋   愛知 fuji30488 

神路橋   東京 fuji25306 

神路小橋  大阪 fuji35058 

神路川橋  岐阜 fuji24337 

神路大橋  大阪 fuji37821 

神路大橋  北海 fuji43139 

神渕橋   岐阜 fuji47863 

神渕洞橋  岐阜 fuji53079 

神穩橋   神奈 fuji47571 

秦橋    香川 fuji02438 

秦野橋   神奈 fuji08077 

親ノ沢橋   長野 fuji09271 

親の沢陸橋 長野 fuji35359 

親橋    岐阜 fuji44514 

親川橋   沖縄 fuji09827 

親川橋   山梨 fuji40850 

親川橋   秋田 fuji45597 

親沢橋   長野 fuji28365 

親鼻橋   埼玉 fuji09239 

親父橋   東京 fuji00357 

親木橋   神奈 fuji08829 

親和橋   岩手 fuji38885 

親和橋   大阪 fuji05394 

身延橋   山梨 fuji16492 

身延川橋  山梨 fuji40734 

身馴川橋  埼玉 fuji24671 

辛亥橋   岐阜 fuji53814 

辛津橋   熊本 fuji36645 

辛酉橋   北海 fuji43374 

進運橋   福島 fuji28580 

進栄橋   北海 fuji35861 

進開橋   東京 fuji26559 

進上石橋  大分 fuji28118 

進歩橋   大阪 fuji53185 

針屋橋（←十軒町橋）  

滋賀 fuji14626 

針原川橋  鹿児 fuji18042 

針江川橋  島根 fuji14204 

針持橋   鹿児 fuji27374 

針摺川橋  福岡 fuji05754 

針尾一号橋 長崎 fuji30865 

針尾橋   長野 fuji11407 

針尾橋（←海兵団の橋）  

長崎 fuji32117 

針尾橋（海兵団の橋）  

長崎 fuji30711 

人丸橋   山口 fuji36441 

人吉橋   熊本 fuji29152 

人見橋   千葉 fuji12232 

人首川大橋 岩手 fuji32135 

人通川橋  滋賀 fuji00768 

人舞新橋（ビバウシ川橋）  

北海 fuji36368 

人里橋   東京 fuji51794 

人力車橋  香川 fuji02842 

人和橋   新潟 fuji29735 

仁井堰橋  秋田 fuji15771 

仁井田橋  茨城 fuji37318 

仁井田橋  秋田 fuji48495 

仁井田橋  福島 fuji14881 

仁井田川橋 秋田 fuji15354 

仁宇谷橋（丹生谷橋）  

徳島 fuji29047 

仁王橋   愛知 fuji15714 

仁王橋   東京 fuji02328 

仁王堂橋  富山 fuji16883 

仁郷橋   北海 fuji37806 

仁原川橋  熊本 fuji17397 

仁古田橋  茨城 fuji44062 

仁心橋   徳島 fuji03935 

仁々宇橋  北海 fuji41026 

仁々志別橋 北海 fuji34872 

仁々志別川橋 北海 fuji16660 

仁世宇一号橋 北海 fuji52638 

仁世宇二号橋 北海 fuji48190 

仁生橋   北海 fuji40337 

仁川橋   兵庫 fuji15820 

仁川口橋  兵庫 fuji21453 

仁倉橋   北海 fuji37517 

仁多橋   北海 fuji25870 

仁沢瀬橋  岩手 fuji00275 

仁沢瀬橋  岩手 fuji48995 

仁達幌橋  北海 fuji39317 

仁田山橋  山形 fuji38108 

仁田水橋  宮崎 fuji42472 

仁田尾橋  宮崎 fuji52239 

仁田尾橋  熊本 fuji01233 

仁田尾橋  鹿児 fuji47563 

仁之倉橋  長野 fuji41526 

仁保橋   広島 fuji25634 

仁保橋   滋賀 fuji05895 

仁保川橋  滋賀 fuji05785 

仁万川橋  島根 fuji14538 

仁木高架橋 愛知 fuji53181 

仁木大橋  北海 fuji18379 

仁淀橋（→落出大橋）  

愛媛 fuji15643 

仁淀川橋  高知 fuji10136 

仁淀川大橋 高知 fuji20904 

仁立内橋  北海 fuji51596 

仁立内大橋 北海 fuji47238 

壬生野橋  三重 fuji21563 

壬辰橋   広島 fuji40794 

甚内橋   東京 fuji01970 

甚兵衛橋  大阪 fuji43637 

甚兵衛橋  東京 fuji00476 

甚兵衛大橋 千葉 fuji50682 

尽忠橋（←十三番橋）  

北海 fuji51894 

陣屋下橋  神奈 fuji47472 

陣屋橋   神奈 fuji33136 

陣屋上橋  神奈 fuji48997 

陣場大橋  秋田 fuji46625 

陣場沢橋  青森 fuji53251 

陣内橋   宮崎 fuji30745 

陣内橋   熊本 fuji01760 

陣内坂橋  熊本 fuji13467 

陣内通石橋 熊本 fuji01100 

陣之下橋  鹿児 fuji25231 

陣之内陸橋 長崎 fuji15655 

陣之尾橋  鹿児 fuji16841 

陣領跨道橋 滋賀 fuji43979 

靭橋    大阪 fuji20155 

 

… ス… 
 

諏訪の橋  神奈 fuji28169 

諏訪ノ前橋「楠浦の石橋」  

熊本 fuji02884 

諏訪下橋  埼玉 fuji44470 

諏訪橋   愛知 fuji30006 

諏訪橋   岐阜 fuji26286 

諏訪橋   宮城 fuji41349 

諏訪橋   群馬 fuji21594 

諏訪橋   埼玉 fuji04473 

諏訪橋   山形 fuji50857 

諏訪橋   鹿児 fuji18472 

諏訪橋   秋田 fuji20559 

諏訪橋   静岡 fuji27191 

諏訪橋   島根 fuji10503 

諏訪橋   東京 fuji21373 

諏訪橋   徳島 fuji03459 

諏訪橋   福岡 fuji09451 

諏訪橋   福島 fuji36229 

諏訪橋   兵庫 fuji22367 

諏訪山田橋 長崎 fuji30866 

諏訪川橋  群馬 fuji21987 

諏訪川橋  福岡 fuji08708 

諏訪大社下馬橋  



 ７５ 

長野 fuji00738 

諏訪大社布橋 長野 fuji01023 

諏訪沢橋  群馬 fuji19999 

諏訪之橋  神奈 fuji50398 

諏訪部橋（上田橋）  

長野 fuji01894 

諏訪脇橋  鹿児 fuji27156 

須ケ瀬橋  三重 fuji39077 

須ノ子沢橋  群馬 fuji41364 

須雲橋（弁天橋）  

神奈 fuji42032 

須雲川橋  神奈 fuji21858 

須賀橋   愛媛 fuji24177 

須賀橋   岐阜 fuji35683 

須賀橋   鹿児 fuji30158 

須賀橋   神奈 fuji25315 

須賀橋   東京 fuji02322 

須賀橋   北海 fuji51202 

須賀川橋  福島 fuji04310 

須賀大橋  愛媛 fuji11887 

須廻橋   広島 fuji32397 

須貝瀬橋  徳島 fuji20259 

須潟橋   山口 fuji47374 

須郷橋   島根 fuji30534 

須郷沢橋  群馬 fuji30939 

須恵橋   福岡 fuji42795 

須原橋   京都 fuji21429 

須原橋   熊本 fuji52226 

須古橋   鹿児 fuji48851 

須戸橋   埼玉 fuji22268 

須合橋   岐阜 fuji38311 

須佐ノ橋   兵庫 fuji05903 

須佐橋   山口 fuji24777 

須佐野橋  兵庫 fuji07590 

須崎橋   宮崎 fuji26358 

須崎橋   高知 fuji31687 

須崎橋   鹿児 fuji50079 

須崎橋   福岡 fuji16562 

須山橋   山口 fuji17576 

須沼橋   群馬 fuji01527 

須澄橋   鳥取 fuji41132 

須西橋   愛知 fuji21560 

須川橋   群馬 fuji01002 

須川橋   高知 fuji50806 

須川橋   山形 fuji08527 

須川橋   秋田 fuji07350 

須川橋   新潟 fuji46162 

須川橋   福岡 fuji18148 

須川橋   福島 fuji05186 

須川水路橋 群馬 fuji20781 

須川前架道橋 宮城 fuji50513 

須川谷橋  島根 fuji30493 

須多田橋  山口 fuji37472 

須沢橋   新潟 fuji03887 

須谷橋   島根 fuji24292 

須知川橋  京都 fuji41011 

須津川橋  静岡 fuji33748 

須津陸橋  島根 fuji16762 

須田橋   熊本 fuji01418 

須田橋   鹿児 fuji40759 

須平橋   大分 fuji38533 

須方橋   山口 fuji22156 

須渕橋   愛知 fuji35155 

酢屋下橋  愛知 fuji41724 

酢川橋   山形 fuji08975 

図月橋   石川 fuji00277 

図師大橋  東京 fuji31698 

図目木橋  宮崎 fuji30627 

厨橋    岡山 fuji15606 

逗子橋   神奈 fuji47469 

吹浦橋   山形 fuji53598 

吹割橋   群馬 fuji49966 

吹出橋   愛知 fuji33924 

吹出橋   群馬 fuji31519 

吹上橋   埼玉 fuji00242 

吹上橋   千葉 fuji25979 

吹上橋   東京 fuji21374 

吹雪橋   北海 fuji46092 

吹雪沢橋  静岡 fuji27660 

吹通橋   沖縄 fuji35636 

吹田高架橋 大阪 fuji46411 

吹田大橋  大阪 fuji27572 

吹堂橋   沖縄 fuji06762 

吹野橋   長野 fuji39361 

吹矢橋   愛知 fuji24443 

垂見橋   大阪 fuji42435 

垂水橋   宮崎 fuji47982 

垂水橋   香川 fuji42184 

垂水橋   大分 fuji26350 

垂木川橋  静岡 fuji52596 

垂木谷橋  岡山 fuji46465 

垂門橋   宮崎 fuji52030 

水ケ崎橋（←鶴の平橋）  

宮崎 fuji37754 

水ケ迫川橋  広島 fuji09604 

水ノ口橋   静岡 fuji11083 

水の手橋  宮崎 fuji05954 

水の手橋  長野 fuji29810 

水ノ手橋（麓橋） 

鹿児 fuji47558 

水の目橋  岩手 fuji53748 

水井橋   徳島 fuji46742 

水雲橋   大分 fuji19174 

水越橋   群馬 fuji22256 

水越橋   福井 fuji11404 

水押橋   神奈 fuji50248 

水屋橋   佐賀 fuji35620 

水屋橋(→千歳橋)  

福岡 fuji06236 

水海川橋  山口 fuji20249 

水海大橋  岩手 fuji51044 

水管橋   京都 fuji06867 

水管橋   富山 fuji52385 

水吉橋   岩手 fuji44428 

水吉橋   青森 fuji08137 

水救橋（長野橋）  

福岡 fuji02019 

水汲橋   三重 fuji51524 

水境橋   岩手 fuji01257 

水橋    富山 fuji01673 

水郷橋   茨城 fuji46138 

水郷橋   長野 fuji51984 

水郷大橋  千葉 fuji27539 

水銀橋   北海 fuji50641 

水窪橋   静岡 fuji26043 

水鶏橋   京都 fuji34508 

水月橋   長崎 fuji05209 

水月橋   北海 fuji52701 

水見色東橋 静岡 fuji23198 

水原橋   岡山 fuji28750 

水原川橋  福島 fuji44291 

水源橋   千葉 fuji33189 

水源橋（←いのち橋）  

愛知 fuji11423 

水源五号橋 北海 fuji49197 

水源三号橋 北海 fuji40476 

水源四号橋 北海 fuji49196 

水源二号橋 北海 fuji40475 

水戸橋   東京 fuji03574 

水戸川橋  大阪 fuji05165 

水戸川橋（１９７号橋）  

兵庫 fuji02048 

水戸谷川橋 京都 fuji17938 

水戸部橋  栃木 fuji48159 

水光橋   北海 fuji49022 

水口橋   滋賀 fuji34724 

水口橋   福井 fuji33806 

水口橋   北海 fuji41606 

水口橋（→相生橋）  

広島 fuji07522 

水根沢橋  東京 fuji09531 

水崎橋   徳島 fuji27479 

水時橋   大阪 fuji45776 

水次橋   熊本 fuji06216 

水篠橋（安庭橋）  

長野 fuji27490 

水車橋   群馬 fuji29187 

水車橋   大分 fuji47393 

水車橋   東京 fuji33815 

水車橋   福岡 fuji07081 

水車橋   北海 fuji43388 

水車川橋  岡山 fuji18685 

水車川橋  栃木 fuji22888 

水車川橋  北海 fuji22845 

水車入口橋 鹿児 fuji01421 

水主橋   愛知 fuji16732 

水主町架道橋 愛知 fuji28466 

水取橋   京都 fuji50589 

水出川橋  香川 fuji13078 

水除橋   山口 fuji49151 

水晶橋(堂島川可動堰) 

大阪 fuji20798 

水沼橋   宮城 fuji36554 

水沼橋   群馬 fuji06039 

水沼橋   福島 fuji10859 

水沼沢橋  群馬 fuji12448 

水上橋   岐阜 fuji39060 

水上橋   宮城 fuji03532 

水上橋   群馬 fuji04313 

水上沢橋  山形 fuji35505 

水尻橋   宮城 fuji03226 

水尻川橋  島根 fuji15824 

水深橋   埼玉 fuji26596 

水深橋   静岡 fuji47689 

水神岩橋  群馬 fuji49248 

水神宮橋  長野 fuji11921 

水神橋   愛知 fuji46202 

水神橋   埼玉 fuji37410 

水神橋   山梨 fuji34164 

水神橋   静岡 fuji45367 

水神橋   大分 fuji48654 

水神橋   長野 fuji02567 

水神橋   島根 fuji31243 

水神橋   東京 fuji44079 

水神橋   富山 fuji28630 

水神橋（←凱旋橋）  

茨城 fuji10485 

水神橋（←小山浦橋）  

三重 fuji53094 

水神橋（虫掛橋）  

茨城 fuji10485 

水須橋   富山 fuji19088 

水清谷橋  宮崎 fuji08651 

水盛橋   北海 fuji38265 

水洗橋   福岡 fuji36460 

水前寺架道橋 熊本 fuji13432 

水早橋   宮城 fuji50128 

水走橋   大阪 fuji53848 

水代橋   長野 fuji31297 

水沢橋   岩手 fuji22742 

水沢橋   山形 fuji49952 

水沢橋   秋田 fuji06679 

水沢跨線橋 山形 fuji43437 

水沢高架橋 山形 fuji45121 

水沢南跨線橋 岩手 fuji52452 

水谷橋   東京 fuji20766 

水谷橋   福島 fuji35731 

水谷橋   北海 fuji16644 

水地橋   大分 fuji32995 

水鳥橋（開運橋）  

岐阜 fuji47100 

水田原橋  島根 fuji31305 

水電橋   岐阜 fuji25701 

水電橋   新潟 fuji17926 

水電橋   長崎 fuji13755 

水堂高架橋 兵庫 fuji45866 

水道橋   愛知 fuji37725 

水道橋   岩手 fuji25286 

水道橋   埼玉 fuji23954 

水道橋   新潟 fuji28851 

水道橋   神奈 fuji16549 

水道橋   長崎 fuji14734 

水道橋   東京 fuji02753 

水道橋架道橋（三崎町高架 

橋）   東京 fuji24786 

水道口橋  大分 fuji01347 

水道道橋  神奈 fuji43819 

水道道跨線人道橋  

神奈 fuji43588 

水道道路架道橋  

東京 fuji49569 

水道路架道橋 兵庫 fuji27681 

水突橋   高知 fuji20436 

水呑橋   広島 fuji35392 

水呑沢橋  北海 fuji50105 

水内橋   岡山 fuji22116 

水内橋   宮城 fuji02496 

水内橋（久米路橋）  

長野 fuji00191 

水内橋（撞木橋）  

長野 fuji00228 

水之口橋  宮崎 fuji35961 

水之手橋  鹿児 fuji20663 

水迫橋   岡山 fuji00597 

水浜橋   茨城 fuji50543 

水分橋   愛知 fuji02814 

水分橋   大阪 fuji01432 

水宝橋   岩手 fuji42523 

水堀橋   岩手 fuji45587 

水俣川橋  熊本 fuji19479 

水無橋   宮城 fuji02715 

水無橋   東京 fuji29093 

水無橋   福岡 fuji19470 

水無月橋  北海 fuji40470 

水無神社神橋 岐阜 fuji40105 

水無瀬橋  東京 fuji10547 

水無瀬川橋 宮崎 fuji15837 

水無瀬川橋 大阪 fuji43707 

水無川橋  熊本 fuji07222 

水無川橋  山形 fuji16693 

水無川橋  大阪 fuji02421 

水無川橋  福島 fuji25665 

水無沢橋  宮城 fuji14483 

水無沢橋  新潟 fuji47283 

水無沢橋  栃木 fuji46747 

水明橋   沖縄 fuji34126 

水明橋   新潟 fuji34622 

水明橋   北海 fuji48004 

水門橋   茨城 fuji20316 

水門橋   山口 fuji25502 

水門橋   石川 fuji52117 

水門橋   東京 fuji22611 

水門橋   和歌 fuji30689 

水門川橋  岐阜 fuji44859 

水野橋   東京 fuji24923 

水野谷橋  福島 fuji36230 

水落橋   滋賀 fuji25383 

水流橋   鹿児 fuji13085 



 ７６ 

水良橋   群馬 fuji47068 

水恋橋   北海 fuji43547 

水路閣   京都 fuji05969 

水路橋   宮城 fuji02293 

翠岩橋   大阪 fuji38026 

翠橋    山形 fuji47639 

翠橋    北海 fuji43404 

翠清橋   三重 fuji30151 

翠明橋   北海 fuji34395 

随願橋   大阪 fuji38609 

瑞雲橋   新潟 fuji04775 

瑞雲橋   大阪 fuji14553 

瑞雲橋   栃木 fuji25296 

瑞願寺橋  岐阜 fuji39054 

瑞光第一架道橋  

大阪 fuji44910 

瑞江大橋  東京 fuji39924 

瑞庄橋   和歌 fuji48632 

瑞祥橋   新潟 fuji34833 

瑞祥橋   静岡 fuji24490 

瑞生橋   北海 fuji28132 

瑞石川橋  北海 fuji21962 

瑞穂橋   愛知 fuji11323 

瑞穂橋   愛媛 fuji40302 

瑞穂橋   群馬 fuji26376 

瑞穂橋   新潟 fuji47284 

瑞穂橋   神奈 fuji20940 

瑞穂橋   徳島 fuji10508 

瑞穂橋   北海 fuji26809 

瑞穂橋（←宮城橋）  

北海 fuji31483 

瑞穂大橋  東京 fuji42904 

瑞穂大橋（←源光寺橋）  

島根 fuji27441 

瑞宝橋   兵庫 fuji10708 

瑞鳳橋   愛知 fuji30197 

瑞浪橋（←常盤橋）  

岐阜 fuji09949 

瑞浪大橋  岐阜 fuji38157 

崇元寺橋  沖縄 fuji00075 

嵩橋    島根 fuji34598 

数寄屋橋  東京 fuji00348 

数寄屋橋  徳島 fuji00118 

数財庫橋（大間橋）  

静岡 fuji04872 

数鹿流高架橋 熊本 fuji48821 

数馬峽橋  東京 fuji46576 

杉ケ崎橋  神奈 fuji38136 

杉の瀬橋  奈良 fuji47908 

杉の沢橋  福島 fuji43446 

杉ノ渡橋   群馬 fuji05486 

杉の木橋  神奈 fuji30613 

杉ノ木橋   長野 fuji06508 

杉の木橋  徳島 fuji01306 

杉浦橋   岐阜 fuji13224 

杉浦川橋  富山 fuji28852 

杉下橋   鳥取 fuji05911 

杉花橋   秋田 fuji47788 

杉橋    宮城 fuji02288 

杉原橋   岐阜 fuji24710 

杉原橋   富山 fuji36327 

杉原跨線橋 岐阜 fuji24975 

杉山橋   静岡 fuji19550 

杉山橋   徳島 fuji41431 

杉山橋   福井 fuji39986 

杉山橋   北海 fuji39431 

杉山神社前跨線人道橋  

神奈 fuji49990 

杉山町架道橋 大阪 fuji23806 

杉山町高架橋 大阪 fuji24361 

杉沼谷橋  岐阜 fuji24722 

杉森橋   山形 fuji18962 

杉瀬橋   徳島 fuji16522 

杉村運河橋 大阪 fuji20189 

杉沢橋   山形 fuji39338 

杉沢橋   秋田 fuji45115 

杉沢橋   福島 fuji33994 

杉谷橋   宮崎 fuji22193 

杉谷橋   京都 fuji11546 

杉谷橋   鳥取 fuji47707 

杉谷橋   徳島 fuji48957 

杉谷尻橋  島根 fuji36524 

杉谷川橋  滋賀 fuji45504 

杉谷中橋  鳥取 fuji50596 

杉地下橋  徳島 fuji51839 

杉地上橋  徳島 fuji53514 

杉町橋   福岡 fuji29990 

杉田屋橋  岐阜 fuji07956 

杉田橋   高知 fuji34980 

杉田橋   福島 fuji35661 

杉田橋   北海 fuji34134 

杉田川橋  福島 fuji36381 

杉島橋   熊本 fuji07213 

杉島橋   長野 fuji11809 

杉洞橋   岐阜 fuji47864 

杉尾橋   香川 fuji47530 

杉平橋   愛知 fuji50584 

杉野橋   滋賀 fuji25052 

杉野橋   北海 fuji34138 

菅ケ谷橋  大阪 fuji33933 

菅ケ谷高架橋 静岡 fuji52598 

菅橋    長野 fuji24543 

菅橋（？）  和歌 fuji38689 

菅原橋   大阪 fuji13870 

菅原橋   東京 fuji03302 

菅原橋   和歌 fuji28714 

菅原橋（後・羽黒橋）  

山形 fuji08148 

菅原神社（吉浜の）眼鏡橋 

 岡山 fuji05122 

菅原先橋  新潟 fuji18089 

菅原通第一架道橋  

兵庫 fuji23020 

菅原通第五架道橋  

兵庫 fuji28488 

菅原通第三架道橋  

兵庫 fuji23022 

菅原通第四架道橋  

兵庫 fuji28487 

菅原通第二架道橋  

兵庫 fuji23021 

菅公橋（塩屋跨線橋）  

兵庫 fuji24625 

菅口橋   山梨 fuji24438 

菅根橋   福島 fuji12116 

菅沼橋   愛知 fuji40409 

菅沼橋   新潟 fuji40540 

菅沼橋   富山 fuji04451 

菅瀬橋   東京 fuji10059 

菅生橋   秋田 fuji22744 

菅生橋（殿橋） 愛知 fuji00285 

菅生川橋  愛知 fuji16731 

菅生川橋  岡山 fuji22153 

菅生大橋  宮城 fuji45896 

菅沢橋   山形 fuji23926 

菅沢橋   島根 fuji42765 

菅沢橋   富山 fuji30368 

菅沢橋   和歌 fuji34542 

菅谷橋   東京 fuji23469 

菅谷橋   徳島 fuji53883 

菅田橋   岐阜 fuji50576 

菅田橋   福島 fuji52079 

菅迫橋   熊本 fuji34302 

菅尾橋   熊本 fuji09192 

菅無田橋  長崎 fuji07239 

菅牟田橋  鹿児 fuji18034 

菅野橋   山形 fuji02530 

菅野橋   福岡 fuji32725 

菅野大橋  山梨 fuji44506 

菅野尾橋  宮崎 fuji33632 

菅理橋   福島 fuji43564 

菅里橋   山形 fuji29555 

雀橋    群馬 fuji25299 

雀橋    石川 fuji07970 

雀橋    東京 fuji21689 

雀田橋   静岡 fuji29414 

裾花橋   長野 fuji09233 

裾花橋（相生橋？）  

長野 fuji35440 

裾花大橋  長野 fuji48048 

裾野橋   北海 fuji43519 

澄ケ瀬橋  岐阜 fuji25847 

澄合橋   広島 fuji28757 

澄心橋   鹿児 fuji20824 

澄川橋   岩手 fuji17417 

摺指第一橋   fuji52847 

摺指第三橋   fuji52534 

摺指第四橋   fuji52535 

摺指第二橋   fuji52846 

摺小橋   愛知 fuji21869 

摺上橋   福島 fuji48736 

摺上川橋  福島 fuji01934 

摺鉢川橋  岡山 fuji06336 

摺淵橋   群馬 fuji40201 

寸座橋   香川 fuji50791 

寸又口橋  静岡 fuji53090 

寸又川橋梁（第七号橋梁）  

静岡 fuji33667 

 

… セ … 
 

世安橋   熊本 fuji23488 

世屋川橋  京都 fuji27934 

世古橋   静岡 fuji24489 

世持橋   沖縄 fuji00350 

世増橋   青森 fuji03199 

世中瀬橋  三重 fuji28870 

世中瀬小橋 三重 fuji32826 

世入川橋  千葉 fuji14185 

世木林橋  京都 fuji15638 

瀬ノ口橋   鹿児 fuji41803 

瀬の江橋  熊本 fuji16924 

瀬の上橋  福島 fuji37961 

瀬ノ沢川橋  岩手 fuji22853 

瀬越橋   石川 fuji24010 

瀬丸橋   島根 fuji37255 

瀬詰橋   徳島 fuji17357 

瀬詰大橋  徳島 fuji48120 

瀬見橋   岐阜 fuji19863 

瀬見橋   山形 fuji02992 

瀬見大橋  山形 fuji06608 

瀬見片桟橋 山形 fuji52803 

瀬古口橋  三重 fuji04812 

瀬戸ノ口橋  宮崎 fuji39411 

瀬戸河原橋 京都 fuji39529 

瀬戸間伏橋 鹿児 fuji16600 

瀬戸眼鏡橋 熊本 fuji01319 

瀬戸牛橋  北海 fuji48231 

瀬戸橋   愛媛 fuji25415 

瀬戸橋   岡山 fuji18120 

瀬戸橋   宮崎 fuji11964 

瀬戸橋   熊本 fuji01277 

瀬戸橋   群馬 fuji17532 

瀬戸橋   広島 fuji13066 

瀬戸橋   三重 fuji32827 

瀬戸橋   神奈 fuji19533 

瀬戸橋   静岡 fuji20754 

瀬戸橋   鳥取 fuji42296 

瀬戸橋   島根 fuji42766 

瀬戸橋   福島 fuji18970 

瀬戸世橋  北海 fuji47017 

瀬戸瀬跨線橋 北海 fuji52739 

瀬戸川橋  静岡 fuji05717 

瀬戸川橋  長野 fuji39242 

瀬戸谷橋  広島 fuji28002 

瀬戸谷橋  徳島 fuji26692 

瀬戸平橋  鹿児 fuji21826 

瀬口橋   大分 fuji14252 

瀬向橋   広島 fuji34961 

瀬高橋   福岡 fuji01226 

瀬社橋   大分 fuji04272 

瀬上橋   福島 fuji06847 

瀬尻橋   静岡 fuji28982 

瀬川橋   岩手 fuji06022 

瀬川橋（上り） 岩手 fuji43550 

瀬沢大橋  長野 fuji39934 

瀬谷橋   神奈 fuji49994 

瀬端橋   新潟 fuji05504 

瀬津橋   徳島 fuji29842 

瀬田の仮橋 山口 fuji23486 

瀬田の唐橋 滋賀 fuji00099 

瀬田橋   山口 fuji23437 

瀬田橋   長崎 fuji05943 

瀬田跨線橋 熊本 fuji44649 

瀬田高架橋 滋賀 fuji44000 

瀬田川橋  滋賀 fuji32584 

瀬田川大橋 滋賀 fuji38775 

瀬田洗堰橋 滋賀 fuji10243 

瀬田唐橋  滋賀 fuji00018 

瀬田来第一陸橋  

北海 fuji30562 

瀬田来第二陸橋  

北海 fuji30563 

瀬田来陸橋 北海 fuji30140 

瀬渡橋   新潟 fuji26008 

瀬東橋   東京 fuji35914 

瀬縄手橋  岐阜 fuji24028 

瀬之口橋  宮崎 fuji29448 

瀬之島橋  岐阜 fuji32814 

瀬波橋   新潟 fuji24432 

瀬波橋   石川 fuji35199 

瀬波橋（寺地橋）  

東京 fuji41315 

瀬畑橋   岩手 fuji31764 

瀬尾橋   北海 fuji24468 

瀬文平橋  北海 fuji35257 

瀬辺地橋  青森 fuji12652 

瀬峯橋   熊本 fuji01562 

瀬名川第一橋 静岡 fuji52608 

瀬目橋   熊本 fuji33052 

瀬野川橋  広島 fuji29923 

瀬野大橋  広島 fuji34399 

瀬良田橋  茨城 fuji45260 

瀬脇橋   山形 fuji30332 

畝ケ崎橋  和歌 fuji35217 

畝橋    広島 fuji43921 

畝田橋   神奈 fuji15401 

畝傍橋   奈良 fuji30007 

是政橋   東京 fuji30335 

是椎橋   大阪 fuji28952 

勢合橋   徳島 fuji14310 

勢多一号橋 北海 fuji45580 

勢定大橋  奈良 fuji31083 

勢田橋   福岡 fuji31571 

勢田川橋  三重 fuji12032 

勢田大橋  三重 fuji30998 

勢理客橋  沖縄 fuji00424 

勢力橋   和歌 fuji18118 



 ７７ 

勢和橋   三重 fuji18805 

成羽橋   岡山 fuji06553 

成羽川橋  岡山 fuji10458 

成岡橋   福島 fuji08065 

成岩橋   愛知 fuji22328 

成岩入江橋 愛知 fuji05019 

成願寺橋  東京 fuji03869 

成戸橋   青森 fuji14331 

成跨線橋  石川 fuji53315 

成合橋   香川 fuji08230 

成山橋   岐阜 fuji42743 

成子橋   富山 fuji19090 

成就院橋  佐賀 fuji08721 

成就院橋  神奈 fuji52333 

成重橋   香川 fuji47959 

成松橋   兵庫 fuji01544 

成瀬橋   大分 fuji17190 

成瀬川橋  秋田 fuji09706 

成政橋   鹿児 fuji29863 

成清橋   大阪 fuji16479 

成石橋   和歌 fuji10103 

成川橋   愛媛 fuji27097 

成川橋   熊本 fuji04426 

成増橋   東京 fuji44084 

成沢橋   宮城 fuji31856 

成田堰橋  埼玉 fuji34678 

成田架道橋 宮城 fuji50516 

成田橋   茨城 fuji48738 

成田橋   宮城 fuji03239 

成田橋（→鈴蘭橋）  

北海 fuji35000 

成田用水橋 埼玉 fuji04298 

成島橋   群馬 fuji28589 

成東川橋  千葉 fuji12018 

成東大橋  千葉 fuji27719 

成導寺橋  福岡 fuji19619 

成徳橋   京都 fuji12974 

成畑橋   山口 fuji07452 

成美橋   鳥取 fuji40271 

成美橋   北海 fuji16362 

成福寺陸橋 愛媛 fuji16827 

成木橋   宮崎 fuji29859 

成木橋   島根 fuji05323 

成木田橋  鹿児 fuji09511 

成留屋橋  愛媛 fuji28774 

成和橋   福井 fuji48377 

政国橋   香川 fuji35953 

政所橋   滋賀 fuji41737 

政所橋   大分 fuji23565 

政友橋   徳島 fuji24452 

政和橋   北海 fuji16432 

星の橋   神奈 fuji33364 

星越橋   徳島 fuji49377 

星園橋   愛知 fuji50737 

星川橋   埼玉 fuji00866 

星川橋   神奈 fuji51426 

星川橋   和歌 fuji15601 

星池橋   大阪 fuji20164 

星野橋   神奈 fuji18489 

星野橋   北海 fuji50622 

星野川橋  福岡 fuji27118 

星流橋   愛媛 fuji38511 

星和橋   神奈 fuji43594 

晴れ山谷橋 熊本 fuji09188 

晴海橋   東京 fuji36801 

晴月橋   東京 fuji38892 

晴山橋   岩手 fuji02953 

栖吉川橋  新潟 fuji51433 

栖原橋   東京 fuji20688 

栖鳳橋   神奈 fuji35291 

正安橋（島屋運河橋）  

大阪 fuji19068 

正井橋   北海 fuji35700 

正院めがね橋 熊本 fuji01450 

正栄橋   三重 fuji30040 

正岡橋   愛知 fuji40886 

正恩寺橋  大阪 fuji28954 

正喜橋   埼玉 fuji15277 

正儀内橋  群馬 fuji05959 

正月橋   香川 fuji14851 

正月橋   静岡 fuji37233 

正光寺橋  栃木 fuji37405 

正幸寺橋  群馬 fuji14287 

正崎橋   岡山 fuji34957 

正尺橋   愛媛 fuji44623 

正尺橋   兵庫 fuji52171 

正宗橋   香川 fuji14640 

正条橋   兵庫 fuji24546 

正雀橋   大阪 fuji43889 

正則橋   愛知 fuji34713 

正沢川橋  長野 fuji12027 

正直橋   静岡 fuji35544 

正直橋   東京 fuji01406 

正津川橋  青森 fuji01931 

正田橋   岡山 fuji09802 

正徳橋   愛知 fuji31927 

正徳橋   広島 fuji46221 

正夫谷橋  徳島 fuji05939 

正福寺高架橋   fuji52497 

正平橋   大阪 fuji35271 

正平橋   東京 fuji37219 

正法庵橋  兵庫 fuji27300 

正法寺橋  東京 fuji21296 

正法寺川橋 徳島 fuji38211 

正満寺谷川橋 岡山 fuji17974 

正面橋   岡山 fuji27983 

正面橋   京都 fuji04396 

正木橋   愛知 fuji39967 

正木橋   徳島 fuji40291 

正木町跨線橋 愛知 fuji42059 

正林一号橋 熊本 fuji21277 

正林橋   熊本 fuji07073 

正蓮寺橋  大阪 fuji27577 

正蓮寺川橋 大阪 fuji17321 

正連寺橋取り付高架橋  

大阪 fuji34588 

正和橋   北海 fuji40005 

正條橋   兵庫 fuji03633 

清井橋   京都 fuji40607 

清浦橋   鹿児 fuji21827 

清王橋   高知 fuji36639 

清間橋   福井 fuji33506 

清巌院橋  東京 fuji00307 

清輝橋   岡山 fuji33944 

清久橋  北海 fuji46772 

清橋    大分 fuji02864 

清橋    徳島 fuji18407 

清月橋   北海 fuji17512 

清見橋   鹿児 fuji05957 

清見橋   静岡 fuji05643 

清見橋   北海 fuji43757 

清見寺橋  静岡 fuji07998 

清広橋   北海 fuji50483 

清坂橋   愛媛 fuji30695 

清山橋   鳥取 fuji39534 

清山川橋  鳥取 fuji15101 

清山陸橋  静岡 fuji25733 

清四郎橋（→幸円橋）  

滋賀 fuji00586 

清実橋   北海 fuji46862 

清州橋   東京 fuji19803 

清州橋   栃木 fuji37964 

清洲架道橋 愛知 fuji45746 

清洲橋   愛知 fuji26053 

清松橋   北海 fuji33335 

清沼橋   北海 fuji38881 

清浄橋   新潟 fuji45943 

清色橋   鹿児 fuji06889 

清心橋   佐賀 fuji28116 

清進橋   北海 fuji40480 

清水の沢橋 北海 fuji52694 

清水橋   愛知 fuji23210 

清水橋   愛媛 fuji28026 

清水橋   茨城 fuji21347 

清水橋   岐阜 fuji40403 

清水橋   宮崎 fuji50333 

清水橋   宮城 fuji03167 

清水橋   宮城 fuji03266 

清水橋   熊本 fuji36062 

清水橋   群馬 fuji21352 

清水橋   広島 fuji18526 

清水橋   佐賀 fuji10288 

清水橋   埼玉 fuji23138 

清水橋   山梨 fuji40230 

清水橋   滋賀 fuji44756 

清水橋   新潟 fuji03032 

清水橋   神奈 fuji17541 

清水橋   青森 fuji02467 

清水橋   千葉 fuji19680 

清水橋   大阪 fuji01775 

清水橋   大分 fuji18463 

清水橋   長崎 fuji17485 

清水橋   長野 fuji04551 

清水橋   鳥取 fuji26114 

清水橋   東京 fuji01732 

清水橋   徳島 fuji13068 

清水橋   奈良 fuji44346 

清水橋   福井 fuji38589 

清水橋   福岡 fuji22412 

清水橋   福島 fuji22244 

清水橋   兵庫 fuji53358 

清水橋   北海 fuji34320 

清水橋   和歌 fuji10114 

清水橋（←江尻跨線橋）  

静岡 fuji35778 

清水窪橋  東京 fuji50548 

清水跨線橋 福岡 fuji44637 

清水江橋  北海 fuji53730 

清水坂跨線橋 東京 fuji49262 

清水山橋  福井 fuji07569 

清水寺橋  岡山 fuji35446 

清水小屋橋 秋田 fuji41632 

清水小路架道橋   

宮城 fuji47053 

清水瀬橋  長崎 fuji08041 

清水川橋  宮城 fuji12858 

清水川橋  群馬 fuji05684 

清水川橋  香川 fuji53516 

清水川橋  長野 fuji08187 

清水川原橋 新潟 fuji42908 

清水川大橋 青森 fuji45104 

清水大橋  高知 fuji47544 

清水大橋  北海 fuji34871 

清水第一号橋 北海 fuji10679 

清水沢橋  群馬 fuji11206 

清水沢橋  北海 fuji42118 

清水谷下橋 兵庫 fuji09423 

清水谷橋  富山 fuji42913 

清水谷上橋 兵庫 fuji09793 

清水堂橋  徳島 fuji17578 

清水堀架道橋 福島 fuji47650 

清水堀橋(上り)  

群馬 fuji21989 

清水目五ノ橋 青森 fuji03491 

清水目六ノ橋 青森 fuji03492 

清水野橋  岩手 fuji43551 

清澄橋   東京 fuji22613 

清瀬橋   岐阜 fuji36406 

清瀬橋   東京 fuji29613 

清瀬橋   福岡 fuji28787 

清瀬橋   北海 fuji37061 

清瀬川橋  山口 fuji20252 

清正公架道橋 愛知 fuji45741 

清川一号橋 北海 fuji31836 

清川橋   山形 fuji52291 

清川橋   青森 fuji28553 

清川橋   東京 fuji22614 

清川橋   北海 fuji39325 

清川小橋  北海 fuji46082 

清川地区農道橋  

北海 fuji45535 

清泉橋   山口 fuji48952 

清泉地橋  長野 fuji30089 

清蔵橋（岩上橋）  

滋賀 fuji01739 

清滝橋   宮崎 fuji37287 

清滝橋   三重 fuji37574 

清滝橋   滋賀 fuji05630 

清滝橋   鹿児 fuji26804 

清滝橋   新潟 fuji50560 

清滝橋   兵庫 fuji25633 

清滝川橋  大阪 fuji47121 

清滝川橋  北海 fuji21958 

清滝刎橋（→渡猿橋）  

京都 fuji00415 

清沢橋   静岡 fuji09403 

清池橋   山形 fuji03170 

清津峡橋  新潟 fuji30164 

清津橋   新潟 fuji09123 

清津橋   大阪 fuji17163 

清津橋（←大手橋）  

新潟 fuji02332 

清田橋   北海 fuji52766 

清美橋   北海 fuji38566 

清富橋   北海 fuji49028 

清武橋   宮崎 fuji34117 

清武川橋  宮崎 fuji13892 

清平橋   東京 fuji20926 

清平橋水管橋 東京 fuji53046 

清幌橋   北海 fuji26553 

清本橋   新潟 fuji46168 

清明橋   群馬 fuji25940 

清流橋   岩手 fuji49204 

清流橋   大分 fuji10517 

清流橋   北海 fuji10721 

清涼橋   大分 fuji30363 

清涼橋   北海 fuji18944 

清嶺橋   愛知 fuji47105 

清六橋   岐阜 fuji12686 

清和橋   熊本 fuji43029 

清和橋   大分 fuji35488 

清和橋   北海 fuji35179 

生稲橋   香川 fuji19458 

生栄巻大橋 宮城 fuji46295 

生屋橋   山口 fuji48950 

生花新橋  北海 fuji48273 

生花苗橋  北海 fuji52724 

生駒橋   栃木 fuji36382 

生剛橋（←千歳橋）  

北海 fuji38560 

生坂橋   長野 fuji21616 

生子橋   愛媛 fuji05379 

生子橋   奈良 fuji30382 

生出橋（←和合橋）  

宮城 fuji33645 

生図橋   京都 fuji45188 

生瀬橋   宮城 fuji29604 

生瀬橋   兵庫 fuji04198 



 ７８ 

生瀬水管橋 兵庫 fuji14454 

生石橋   岡山 fuji22393 

生石口橋  和歌 fuji35221 

生川橋   埼玉 fuji53609 

生蔵橋   愛媛 fuji01744 

生沢架道橋 神奈 fuji45299 

生沢高架橋 神奈 fuji52875 

生地中橋  富山 fuji26009 

生竹橋   鳥取 fuji05907 

生中橋   大阪 fuji42256 

生長橋   山形 fuji26587 

生田橋   愛媛 fuji42787 

生田橋   岡山 fuji09806 

生田橋   岐阜 fuji24027 

生田原橋  北海 fuji23088 

生田川架道橋 兵庫 fuji27692 

生田川橋  兵庫 fuji02170 

生島足島神社神橋  

長野 fuji29956 

生馬橋   和歌 fuji36880 

生尾橋   山口 fuji37585 

生保内橋  秋田 fuji09526 

生保内川橋 秋田 fuji18277 

生娘橋   北海 fuji49917 

生紋鼈川橋 北海 fuji17840 

生野橋   大阪 fuji28480 

生野橋   北海 fuji31120 

生野橋（←藪田橋）  

兵庫 fuji02249 

生野俊徳橋 大阪 fuji28479 

生来川橋  滋賀 fuji42432 

生鼈橋（→旭生橋）  

北海 fuji45549 

生鼈橋（→新・旭生橋）  

北海 fuji45549 

盛運橋   群馬 fuji04117 

盛越川橋  滋賀 fuji37450 

盛金橋   茨城 fuji33996 

盛綱橋（←藤戸橋）  

岡山 fuji18516 

盛川橋   岩手 fuji37077 

盛明橋   兵庫 fuji02366 

精華橋   高知 fuji19610 

精舎橋   福島 fuji52809 

精神場橋  東京 fuji31782 

精神川橋  北海 fuji39899 

精進橋   神奈 fuji51805 

精進川１号橋 北海 fuji39186 

精進川橋  北海 fuji44042 

精進沢橋  長野 fuji27635 

聖（沢）橋  宮城 fuji25897 

聖ケ橋（鯖波橋）  

福井 fuji35437 

聖橋    宮城 fuji50994 

聖橋    群馬 fuji29591 

聖橋    広 島 fuji37260 

聖橋    新潟 fuji21553 

聖橋    東京 fuji19127 

聖橋    福井 fuji37991 

聖橋（←男成川目鑑橋）  

熊本 fuji01147 

聖賢橋   大阪 fuji19475 

聖人橋   富山 fuji45638 

聖石橋   群馬 fuji03280 

聖川橋   愛媛 fuji44157 

聖代橋   北海 fuji48607 

聖天橋   神奈 fuji50693 

聖天橋   東京 fuji21076 

聖天川橋  大阪 fuji14828 

声間橋   北海 fuji08056 

西１０号橋  北海 fuji50164 

西ケ原高架橋 栃木 fuji22899 

西ケ崎橋  三重 fuji30016 

西ケ迫橋  広島 fuji14307 

西ケ淵橋  群馬 fuji11484 

西の越谷橋 長野 fuji07768 

西ノ岡橋   徳島 fuji50784 

西ノ京橋   京都 fuji17451 

西ノ橋   神奈 fuji01541 

西の橋   東京 fuji37017 

西の郷橋  福岡 fuji27777 

西の口橋  大分 fuji32180 

西ノ川橋   高知 fuji14925 

西の川橋  北海 fuji15967 

西の前橋  福岡 fuji06428 

西ノ沢１号避溢橋  

三重 fuji47330 

西ノ沢２号跨道橋 

 三重 fuji47332 

西ノ沢２号避溢橋  

三重 fuji47331 

西の沢架道橋 静岡 fuji30005 

西の沢橋  新潟 fuji29006 

西の沢橋  北海 fuji42301 

西の沢大橋 北海 fuji46620 

西ノ谷橋   愛媛 fuji17583 

西ノ谷橋   新潟 fuji53783 

西ノ谷橋   神奈 fuji19350 

西ノ谷橋   島根 fuji47927 

西ノ谷橋   徳島 fuji50788 

西の谷橋  奈良 fuji21462 

西ノ谷川橋  徳島 fuji13429 

西の内橋  栃木 fuji44459 

西の内橋  福島 fuji22877 

西ノ浜１号跨道橋  

三重 fuji47498 

西ノ浜跨線橋 岡山 fuji49495 

西ノ平橋   長野 fuji32662 

西ノ別府橋  宮崎 fuji52028 

西フッポウシ橋  

北海 fuji48280 

西芦刈川橋 佐賀 fuji09585 

西芦分橋  大阪 fuji09593 

西安橋（→西高橋）  

静岡 fuji22715 

西井ノ口跨道橋  

兵庫 fuji53361 

西一条橋  北海 fuji19752 

西一線橋  北海 fuji47756 

西茨戸橋  北海 fuji44047 

西院架道橋 京都 fuji20118 

西院第一橋 京都 fuji20119 

西院第二橋 京都 fuji20120 

西宇橋   徳島 fuji26701 

西羽賀橋  福島 fuji02604 

西浦橋   徳島 fuji40290 

西浦避溢橋 滋賀 fuji38171 

西瓜橋   埼玉 fuji29065 

西永橋   東京 fuji20576 

西園橋   広島 fuji42998 

西園寺橋  宮城 fuji13933 

西猿別橋  北海 fuji51573 

西薗橋   福岡 fuji38767 

西沖橋   大阪 fuji24746 

西荻原橋  愛知 fuji45689 

西荻高架橋 愛知 fuji45956 

西下一号橋 長野 fuji47290 

西下二号橋 長野 fuji47291 

西河岸橋  東京 fuji05166 

西河橋   愛媛 fuji33959 

西河橋   奈良 fuji16015 

西河原橋  大阪 fuji28275 

西河内橋  宮崎 fuji43032 

西海橋   長崎 fuji04629 

西海戸道橋 愛知 fuji45694 

西貝橋   奈良 fuji24107 

西寒葉橋  東京 fuji24921 

西幹線一号橋 北海 fuji42691 

西幹線五号橋 北海 fuji44234 

西幹線三号橋 北海 fuji44232 

西幹線四号橋 北海 fuji44233 

西幹線七号橋 北海 fuji46081 

西幹線十一号橋  

北海 fuji47605 

西幹線十五号橋  

北海 fuji49025 

西幹線十号橋 北海 fuji47604 

西幹線十三号橋  

北海 fuji49023 

西幹線十四号橋  

北海 fuji49024 

西幹線十二号橋 

 北海 fuji47606 

西幹線十六号橋  

北海 fuji49026 

西幹線大排水橋  

北海 fuji50642 

西幹線二号橋 北海 fuji42692 

西幹線八号橋 北海 fuji47603 

西幹線六号橋 北海 fuji44235 

西館一号橋 福島 fuji50531 

西館橋   福島 fuji08062 

西鬼怒川橋 栃木 fuji05130 

西祇園橋（祇園橋）  

福岡 fuji30292 

西久保橋  秋田 fuji46306 

西久留米大橋 静岡 fuji53089 

西宮インターチエンジ橋  

兵庫 fuji44879 

西宮橋   新潟 fuji38803 

西宮橋   兵庫 fuji18828 

西宮跨線橋 兵庫 fuji18675 

西宮前橋  埼玉 fuji35663 

西京橋   山口 fuji44605 

西京橋   鹿児 fuji30250 

西京極架道橋 京都 fuji20121 

西境橋   大阪 fuji00536 

西橋    京都 fuji51828 

西橋   群馬 fuji01393 

西橋   三重 fuji05282 

西橋   神奈 fuji47577 

西橋   大分 fuji00558 

西橋   東京 fuji37853 

西橋（藤原湖大橋）  

群馬 fuji35998 

西郷橋   長崎 fuji34988 

西郷橋   東京 fuji29530 

西郷川橋  三重 fuji43288 

西郷川橋  兵庫 fuji25751 

西九号線十二号橋  

北海 fuji32757 

西九条架道橋 大阪 fuji42171 

西九条新道架道橋  

大阪 fuji46969 

西九条西三番高架橋  

大阪 fuji47358 

西九条西二番高架橋  

大阪 fuji47357 

西栗橋   群馬 fuji53146 

西栗瀬橋  熊本 fuji05645 

西桂高架橋   fuji52566 

西鍵屋橋  京都 fuji17940 

西原橋   山形 fuji47265 

西原橋   大阪 fuji50423 

西原橋   長崎 fuji05338 

西原橋   栃木 fuji29938 

西原橋   北海 fuji32889 

西股大橋  北海 fuji45050 

西跨線橋  新潟 fuji49828 

西五ケ橋（→富田大橋）  

福井 fuji44028 

西五条架道橋 京都 fuji20122 

西五条架道橋 北海 fuji47243 

西五条橋  北海 fuji50491 

西五線橋  北海 fuji31260 

西五丁目橋 北海 fuji23902 

西光寺一号橋 長崎 fuji39406 

西光寺橋  佐賀 fuji15012 

西光寺橋  千葉 fuji17869 

西光寺橋（←沢尻橋）  

静岡 fuji35543 

西光寺川橋 鹿児 fuji09587 

西光寺二号橋 長崎 fuji39407 

西口橋   大阪 fuji02433 

西向橋   奈良 fuji38477 

西広橋   千葉 fuji17870 

西広尾橋  北海 fuji43512 

西江橋   岡山 fuji25125 

西江橋   神奈 fuji20066 

西江戸川橋 東京 fuji08553 

西江口橋  大阪 fuji39943 

西江川橋  愛知 fuji05409 

西港橋   沖縄 fuji10153 

西高架橋  大阪 fuji39088 

西高橋（←西安橋）  

静岡 fuji22715 

西高松橋  神奈 fuji53487 

西高瀬川橋 京都 fuji45421 

西国街道跨線橋  

京都 fuji49579 

西国橋   大阪 fuji02362 

西国橋   兵庫 fuji18837 

西黒橋   奈良 fuji24108 

西黒田橋  滋賀 fuji33383 

西今川橋  大阪 fuji53352 

西今川橋  東京 fuji17891 

西今川町橋高架橋  

東京 fuji18172 

西根橋   神奈 fuji29656 

西桜川橋  山口 fuji08996 

西三橋   東京 fuji46154 

西三号橋  北海 fuji42335 

西三川橋  北海 fuji47580 

西三線第一号橋  

北海 fuji50191 

西山下橋  東京 fuji24913 

西山架道橋 愛知 fuji45693 

西山橋   岡山 fuji14912 

西山橋   香川 fuji18858 

西山橋   神奈 fuji34155 

西山橋   石川 fuji09498 

西山橋   長崎 fuji10701 

西山橋   東京 fuji20687 

西山橋   徳島 fuji24800 

西山橋   福井 fuji37899 

西山橋   福岡 fuji20807 

西山橋（←森下橋）  

静岡 fuji36409 

西山大橋  静岡 fuji09145 

西山第一橋 静岡 fuji33922 

西山沢高架橋 静岡 fuji34504 

西山無名橋 長崎 fuji14740 

西四条橋  北海 fuji40346 

西四線橋  北海 fuji31261 

西市瀬橋  石川 fuji34573 

西氏橋(思案橋)  

山口 fuji00575 

西鹿児島駅跨線橋  



 ７９ 

鹿児 fuji22195 

西七線ルルマップ川橋  

北海 fuji32753 

西舎通学橋 北海 fuji43525 

西州崎橋  東京 fuji19761 

西秋川橋  東京 fuji50903 

西住吉橋  大阪 fuji29082 

西住之江橋 大阪 fuji50868 

西十一条橋 北海 fuji42690 

西十間橋  東京 fuji21684 

西十三条橋 北海 fuji41484 

西春日部跨線橋  

埼玉 fuji51257 

西春別橋  北海 fuji28445 

西除川橋  大阪 fuji08107 

西小山高架橋 東京 fuji16880 

西小鹿橋  岐阜 fuji49111 

西小川橋  岡山 fuji09920 

西小俣橋  富山 fuji30525 

西小野橋  宮城 fuji27603 

西松け根橋  山形 fuji06448 

西湘大橋  神奈 fuji49820 

西上橋   群馬 fuji20318 

西上橋   北海 fuji44218 

西城橋   東京 fuji13032 

西常世橋  福島 fuji46316 

西条橋   広島 fuji42997 

西条川橋  長野 fuji08681 

西条大橋  大阪 fuji34390 

西新井橋  東京 fuji40906 

西新井陸橋 東京 fuji50991 

西新橋   北海 fuji07746 

西新町橋  山形 fuji23920 

西新堀橋  山形 fuji23109 

西森山橋  高知 fuji46607 

西深川橋  東京 fuji21850 

西深谷橋梁 新潟 fuji12606 

西仁橋   北海 fuji33445 

西仁二号橋 北海 fuji32295 

西須川橋  福島 fuji12586 

西瀬橋   熊本 fuji27131 

西瀬橋   熊本 fuji32039 

西瀬入口橋 和歌 fuji28957 

西成橋   大阪 fuji02451 

西成跨線橋 大阪 fuji15598 

西正巌橋  山形 fuji33480 

西赤尾橋  富山 fuji19813 

西仙寺橋  兵庫 fuji44567 

西千年橋  新潟 fuji34000 

西川橋   愛媛 fuji13491 

西川橋   岡山 fuji12633 

西川橋   岐阜 fuji21406 

西川橋   宮城 fuji51224 

西川橋   香川 fuji16806 

西川橋   三重 fuji12036 

西川橋   山形 fuji19033 

西川橋   新潟 fuji14152 

西川橋   静岡 fuji26295 

西川橋   大阪 fuji14857 

西川橋   長野 fuji26636 

西川橋   東京 fuji12670 

西川橋   福島 fuji09960 

西川橋   兵庫 fuji12523 

西川原橋  三重 fuji04183 

西川原橋  新潟 fuji02607 

西川原橋  大阪 fuji11437 

西川原橋  福島 fuji08729 

西川原川橋 岡山 fuji06328 

西川口橋  新潟 fuji19367 

西川口陸橋 埼玉 fuji47812 

西川水路橋 新潟 fuji35196 

西川大橋  石川 fuji38298 

西川大橋  和歌 fuji31239 

西川端橋  愛知 fuji16013 

西川内橋  宮崎 fuji37363 

西川内橋  長崎 fuji15316 

西泉橋   神奈 fuji20701 

西泉田橋  新潟 fuji02923 

西船跨線橋 千葉 fuji14884 

西倉沢橋  静岡 fuji51545 

西倉沢高架橋 静岡 fuji51540 

西早宮橋  東京 fuji49265 

西早来橋  北海 fuji32896 

西足代橋  大阪 fuji47355 

西村橋   香川 fuji20523 

西村橋   兵庫 fuji41014 

西太田橋  富山 fuji29224 

西袋橋   山形 fuji21328 

西代橋   島根 fuji10837 

西代橋   兵庫 fuji51307 

西代跨線橋 兵庫 fuji49615 

西台橋   東京 fuji42276 

西大家駅前橋 埼玉 fuji24790 

西大海橋  山形 fuji29172 

西大宮橋  大阪 fuji41012 

西大橋   広島 fuji18849 

西大橋   秋田 fuji53262 

西大橋   大阪 fuji37760 

西大橋   鳥取 fuji41762 

西大橋   福岡 fuji11666 

西大橋（←中州橋）  

福岡 fuji07798 

西大橋（桂大橋）  

京都 fuji44955 

西大原橋  東京 fuji24916 

西大寺橋  京都 fuji20110 

西大出水橋 宮崎 fuji30586 

西大牟札橋 鹿児 fuji39582 

西大路架道橋 京都 fuji43259 

西大路川橋 京都 fuji45424 

西第三幹線橋 北海 fuji17839 

西沢下橋  山梨 fuji31031 

西沢橋   山梨 fuji09230 

西沢橋   東京 fuji17884 

西沢中橋  山梨 fuji31542 

西只越橋  福岡 fuji19614 

西達橋   北海 fuji31272 

西竪川橋  東京 fuji20924 

西谷下橋  香川 fuji49384 

西谷橋   岡山 fuji49537 

西谷橋   岐阜 fuji21620 

西谷橋   宮崎 fuji39141 

西谷橋   香川 fuji35841 

西谷橋   高知 fuji41121 

西谷橋   三重 fuji41135 

西谷橋   神奈 fuji45633 

西谷橋   大分 fuji01093 

西谷橋   島根 fuji46217 

西谷橋   徳島 fuji14380 

西谷橋   福島 fuji34312 

西谷上橋  香川 fuji34973 

西谷川橋  岡山 fuji22152 

西谷川水路橋 山口 fuji19593 

西丹波橋  京都 fuji41091 

西地橋   徳島 fuji35830 

西池橋   大阪 fuji03420 

西中ノ川橋  三重 fuji46954 

西中宮橋  大阪 fuji50030 

西中橋   徳島 fuji50431 

西中山橋  徳島 fuji50433 

西中通学橋 群馬 fuji52283 

西中島橋  大阪 fuji27172 

西中島橋  福岡 fuji04218 

西中島橋  福岡 fuji40919 

西中島中高架橋  

大阪 fuji53673 

西中島南高架橋  

大阪 fuji47704 

西中島北高架橋  

大阪 fuji53674 

西中之橋  東京 fuji08807 

西仲橋   東京 fuji36195 

西仲之橋  東京 fuji22928 

西町橋   茨城 fuji12226 

西町橋   北海 fuji45873 

西町高架  岐阜 fuji52133 

西長瀬橋  岡山 fuji24133 

西長堀橋  大阪 fuji10920 

西津浦橋  和歌 fuji52173 

谷口橋   神奈 fuji27347 

西津橋   福井 fuji01796 

西津和野大橋（中座橋）  

島根 fuji44764 

西堤新開橋 大阪 fuji32700 

西堤大橋  大阪 fuji50753 

西徹別橋  北海 fuji44398 

西天川高架橋 大阪 fuji46054 

西殿橋   福島 fuji14603 

西田井橋  兵庫 fuji03928 

西田浦橋  大分 fuji25222 

西田下橋  徳島 fuji42614 

西田架道橋 神奈 fuji51535 

西田橋   鹿児 fuji01273 

西田橋   福岡 fuji34265 

西田橋   兵庫 fuji10272 

西田子跨線橋 岩手 fuji43778 

西田川橋  愛知 fuji05411 

西田川橋  茨城 fuji18573 

西田川橋  高知 fuji41586 

西田中橋  東京 fuji40516 

西田町陸橋 鹿児 fuji13100 

西渡橋   静岡 fuji19548 

西渡瀬橋  熊本 fuji14930 

西塔橋   京都 fuji17162 

西島橋   大阪 fuji33763 

西島橋   長野 fuji46364 

西島第一橋 山梨 fuji51437 

西島第五橋 山梨 fuji51816 

西島第三橋 山梨 fuji51436 

西島第四橋 山梨 fuji51815 

西島第二橋 山梨 fuji51814 

西島第六橋 山梨 fuji51438 

西洞橋   岐阜 fuji40569 

西道頓堀橋 大阪 fuji38858 

西内海橋  宮城 fuji13620 

西内橋   宮城 fuji31769 

西内橋   長野 fuji18091 

西灘架道橋 兵庫 fuji27961 

西灘橋   兵庫 fuji18836 

西灘陸橋  兵庫 fuji35384 

西南大橋  大阪 fuji34950 

西二橋   大阪 fuji00328 

西二条橋  北海 fuji13612 

西二線橋  北海 fuji31262 

西二線南十五号橋 

 北海 fuji41327 

西二番架道橋 大阪 fuji47136 

西忍橋   岐阜 fuji07637 

西之橋   東京 fuji31878 

西之原橋  鹿児 fuji26192 

西之川橋  愛媛 fuji50874 

西萩原高架橋   fuji45840 

西柏木橋  東京 fuji24918 

西白鷺橋  大阪 fuji52270 

西白北橋  北海 fuji50853 

西櫨橋   大阪 fuji29582 

西畑橋   宮崎 fuji47396 

西畑橋   大分 fuji39647 

西八条橋  北海 fuji50492 

西板家橋  岐阜 fuji53649 

西尾橋   佐賀 fuji25204 

西浜名橋（浜名橋）  

静岡 fuji23549 

西富田跨線橋 三重 fuji37029 

西武芸橋  岐阜 fuji06954 

西武跨線橋 埼玉 fuji51635 

西部橋   福島 fuji33584 

西風蓮橋  北海 fuji28443 

西服山橋  兵庫 fuji24266 

西福橋   大阪 fuji43634 

西福寺架道橋 長野 fuji10413 

西福田橋  宮城 fuji46906 

西平井橋  東京 fuji21367 

西平橋   三重 fuji04809 

西平橋   静岡 fuji31994 

西平橋   長崎 fuji07651 

西平沼橋  神奈 fuji20068 

西平沼第二跨線人道橋  

神奈 fuji49985 

西平尾拱橋 三重 fuji16093 

西平和大橋（←新大橋）  

広島 fuji33149 

西別川橋  北海 fuji39834 

西別府橋  宮崎 fuji51488 

西保橋   北海 fuji42330 

西宝橋   東京 fuji21693 

西宝橋   兵庫 fuji46417 

西方橋   鹿児 fuji41956 

西方寺橋  島根 fuji47921 

西方寺橋  兵庫 fuji49337 

西法寺橋  岩手 fuji39449 

西芳寺川架道橋  

京都 fuji20132 

西豊城橋  東京 fuji52100 

西北橋   大阪 fuji28497 

西堀橋   長野 fuji52266 

西堀橋   東京 fuji51639 

西堀川橋  福岡 fuji12646 

西本庄橋  和歌 fuji11857 

西幕張橋  千葉 fuji48357 

西枕橋   岡山 fuji24127 

西又橋   山形 fuji21327 

西冥府橋  大阪 fuji21781 

西名橋   福島 fuji15568 

西明寺１号溝橋  

三重 fuji47340 

西明寺１号避溢橋  

三重 fuji47338 

西明寺２号溝橋  

三重 fuji47341 

西明寺２号避溢橋  

三重 fuji47339 

西明寺県道跨道橋  

三重 fuji47337 

西目橋   秋田 fuji43554 

西目川橋  秋田 fuji16184 

西門橋   福岡 fuji08049 

西門橋   兵庫 fuji42173 

西門原橋  広島 fuji31940 

西野屋橋（越原橋）  

岐阜 fuji08635 

西野橋   長野 fuji33622 

西野橋   東京 fuji26922 

西野大橋  広島 fuji18122 

西野田跨線橋 大阪 fuji14827 

西様似一号橋 北海 fuji39601 

西様似駅前橋 北海 fuji33463 

西様似三号橋 北海 fuji37537 



 ８０ 

西様似四号橋 北海 fuji31126 

西様似二号橋 北海 fuji38567 

西淀高速高架橋  

大阪 fuji51303 

西落合橋  宮城 fuji32547 

西里橋   岐阜 fuji09204 

西立山橋  鹿児 fuji38692 

西立入川橋 岡山 fuji06320 

西浪橋   大阪 fuji36204 

西六橋   大阪 fuji34183 

西六線橋  北海 fuji31259 

西脇橋   大阪 fuji38177 

西脇大橋  兵庫 fuji35473 

西條橋   大阪 fuji20383 

誓願寺橋  長崎 fuji01308 

請戸橋   福島 fuji45123 

請戸川橋  福島 fuji37394 

請川橋   和歌 fuji08596 

請地橋   山梨 fuji41869 

請地橋   東京 fuji16460 

醒ケ井第一高架橋  

滋賀 fuji45187 

醒ケ井第二高架橋  

滋賀 fuji45962 

青ケ丘橋  宮崎 fuji31823 

青の禅海橋 大分 fuji47007 

青井岳第一橋 宮崎 fuji14220 

青井岳第二橋 宮崎 fuji14221 

青井谷橋  富山 fuji24944 

青運橋   大阪 fuji27944 

青雲橋   栃木 fuji51631 

青雲橋   北海 fuji35705 

青屋橋   滋賀 fuji00900 

青下橋   宮城 fuji37685 

青荷橋   青森 fuji05813 

青海橋   岩手 fuji09635 

青海橋   新潟 fuji06483 

青海橋   東京 fuji00569 

青海跨線橋 新潟 fuji26939 

青海川橋  新潟 fuji12497 

青海大橋  山口 fuji47192 

青海浜跨線橋 新潟 fuji45158 

青刈橋   岩手 fuji30567 

青岸橋   和歌 fuji41754 

青岩橋   青森 fuji04306 

青原橋   静岡 fuji44919 

青原橋   島根 fuji17639 

青戸橋   京都 fuji30843 

青江川橋  大分 fuji14215 

青高上橋  岡山 fuji29306 

青坂橋   岡山 fuji28745 

青山奥橋  北海 fuji45018 

青山橋   山形 fuji50662 

青山橋   石川 fuji50255 

青山橋   東京 fuji21601 

青山橋   北海 fuji45029 

青枝橋   和歌 fuji29589 

青松橋   徳島 fuji13232 

青瀬橋   滋賀 fuji08639 

青石橋   愛媛 fuji41581 

青石橋   徳島 fuji36451 

青石橋   兵庫 fuji31934 

青石川橋  兵庫 fuji13790 

青石谷橋  徳島 fuji26690 

青川架道橋 島根 fuji16266 

青川橋   三重 fuji22995 

青川三号橋 北海 fuji35021 

青川四号橋 北海 fuji35886 

青川陸橋  島根 fuji48412 

青草橋   京都 fuji43164 

青滝橋   山形 fuji04024 

青谷橋   京都 fuji38470 

青谷橋   新潟 fuji26377 

青谷橋   静岡 fuji30481 

青谷橋   栃木 fuji43095 

青谷橋   兵庫 fuji34592 

青谷川橋  京都 fuji37877 

青谷大橋  鳥取 fuji43301 

青知橋   三重 fuji27269 

青地橋   和歌 fuji35097 

青池橋   京都 fuji44002 

青竹橋   高知 fuji37484 

青砥橋   福島 fuji09026 

青砥川橋  北海 fuji31119 

青島架道橋 新潟 fuji16723 

青島橋   富山 fuji24946 

青島大橋  鳥取 fuji53860 

青島東橋  岐阜 fuji46191 

青馬橋   神奈 fuji31594 

青梅街道橋 東京 fuji49980 

青梅橋   東京 fuji00308 

青梅地下道橋 東京 fuji43584 

青部橋   静岡 fuji32436 

青木ケ瀬橋  滋賀 fuji36290 

青木ノ下橋  長崎 fuji04221 

青木橋   愛知 fuji04182 

青木橋   佐賀 fuji10245 

青木橋   新潟 fuji44314 

青木橋   神奈 fuji01868 

青木橋   大阪 fuji27940 

青木橋   長野 fuji23063 

青木橋   鳥取 fuji44576 

青木橋   北海 fuji30514 

青木橋   和歌 fuji46437 

青木橋（前島橋・通稲納島太 

鼓橋）   宮崎 fuji17752 

青木川橋  愛知 fuji45383 

青木平橋  東京 fuji42894 

青野橋   山梨 fuji40089 

青野橋（→美矢井橋）  

愛知 fuji04711 

青柳橋   茨城 fuji23700 

青柳橋   岐阜 fuji06270 

青柳橋   群馬 fuji00630 

青柳橋   高知 fuji05334 

青柳橋   埼玉 fuji24670 

青柳橋   青森 fuji08515 

青柳橋   青森 fuji29602 

青柳橋   大阪 fuji24758 

青柳橋   北海 fuji37801 

青柳橋（←永久橋）  

福島 fuji40708 

青柳橋（←船岡橋）  

青森 fuji06085 

青柳橋（←船国橋）  

青森 fuji32316 

青柳橋（吸江仮橋）  

高知 fuji01803 

青柳川橋  大分 fuji15309 

青葉橋   宮崎 fuji43138 

青葉橋   宮城 fuji51491 

青葉橋   京都 fuji17732 

青葉橋   神奈 fuji47089 

青葉橋   北海 fuji42085 

青葉大橋  京都 fuji52168 

青陽橋   北海 fuji38563 

青嵐橋   愛媛 fuji02674 

青梨橋   群馬 fuji49249 

青竜寺川橋 山形 fuji15081 

青龍橋   宮城 fuji45594 

青龍橋   山形 fuji33182 

青龍橋   北海 fuji51162 

青蓮寺橋（大滝橋）  

三重 fuji50914 

青老橋   徳島 fuji16525 

静愛橋   静岡 fuji35153 

静観橋   山梨 fuji41254 

静間橋   島根 fuji34956 

静間川橋  島根 fuji14531 

静橋    静岡 fuji07775 

静橋    北海 fuji46787 

静跨線橋  茨城 fuji46136 

静狩跨線橋 北海 fuji49750 

静狩川橋  北海 fuji19983 

静春川橋  北海 fuji15974 

静内橋   北海 fuji10446 

静波橋   大阪 fuji40913 

斉院橋   愛媛 fuji39394 

斉院之瀬橋 愛媛 fuji42780 

斉橋    和歌 fuji18119 

斉川橋   福島 fuji42864 

斉川大橋  宮城 fuji43272 

斉淡橋（裁断橋）  

愛知 fuji00214 

斉渡橋   群馬 fuji28842 

斉藤橋   熊本 fuji21723 

斉内川橋  秋田 fuji47781 

斉盟橋（←済盟橋）  

栃木 fuji04116 

斉木橋   山梨 fuji09130 

斉木馬橋  兵庫 fuji31108 

石ケ山橋  北海 fuji39983 

石ケ瀬川橋  愛知 fuji06299 

石の瀬橋  熊本 fuji10964 

石の太鼓橋 広島 fuji11676 

石井橋   群馬 fuji04347 

石井橋   香川 fuji29328 

石井橋   鹿児 fuji50841 

石井橋   大分 fuji19177 

石井橋   兵庫 fuji09161 

石井戸橋  東京 fuji00823 

石井上橋  兵庫 fuji07591 

石井尻橋  広島 fuji06993 

石井川水路橋 兵庫 fuji12765 

石浦跨線橋 岐阜 fuji45336 

石浦大橋  福岡 fuji00522 

石雲橋   広島 fuji28754 

石岡橋   福岡 fuji40879 

石岡跨線橋 茨城 fuji42866 

石岡第一発電所第一水路橋 

茨城 fuji11948 

石岡第一発電所第二水路橋 

茨城 fuji11949 

石屋橋   兵庫 fuji18115 

石屋川橋  兵庫 fuji15442 

石下橋   茨城 fuji15572 

石下橋   山梨 fuji40731 

石河路橋  鹿児 fuji20819 

石火矢橋  沖縄 fuji00497 

石灰石輸送橋 新潟 fuji41989 

石貝橋   宮城 fuji45249 

石垣橋   茨城 fuji00297 

石垣橋   鹿児 fuji23836 

石割橋   富山 fuji24950 

石巻街道架道橋  

宮城 fuji42225 

石巻大橋（第二内海橋）  

宮城 fuji49564 

石関橋   和歌 fuji24374 

石丸橋   山口 fuji21474 

石丸橋   富山 fuji50698 

石丸沢橋  宮城 fuji53256 

石眼橋   福岡 fuji15314 

石亀橋   岐阜 fuji52142 

石亀沢橋  長野 fuji11291 

石久保橋  愛媛 fuji30819 

石宮橋   山梨 fuji34918 

石境橋   茨城 fuji37088 

石橋    岩手 fuji25888 

石橋    宮城 fuji02703 

石橋    熊本 fuji29541 

石橋    香川 fuji01177 

石橋    佐賀 fuji01032 

石橋    埼玉 fuji26911 

石橋    三重 fuji22083 

石橋    神奈 fuji13921 

石橋    静岡 fuji00832 

石橋    大阪 fuji01125 

石橋    大分 fuji01086 

石橋    長崎 fuji04480 

石橋    福島 fuji00888 

石橋    和歌 fuji07328 

石橋（上車橋） 徳島 fuji01210 

石橋（武蔵野橋）  

東京 fuji01209 

石見橋   京都 fuji21428 

石見堂橋  広島 fuji51313 

石原河橋  埼玉 fuji47661 

石原橋   岡山 fuji06062 

石原橋   岐阜 fuji42939 

石原橋   宮崎 fuji07042 

石原橋   京都 fuji43875 

石原橋   群馬 fuji03547 

石原橋   広島 fuji42018 

石原橋   山梨 fuji39357 

石原橋   神奈 fuji40531 

石原橋   東京 fuji00344 

石原橋   北海 fuji45882 

石原高架橋 神奈 fuji53303 

石戸橋   新潟 fuji51960 

石戸沢橋  群馬 fuji44465 

石広敷輪架道橋  

兵庫 fuji03447 

石行橋（下手橋）  

鹿児 fuji01705 

石合橋   山梨 fuji41238 

石黒橋   北海 fuji34142 

石黒谷川橋 富山 fuji22053 

石坂橋   鹿児 fuji00651 

石坂橋   福岡 fuji18057 

石崎橋   愛媛 fuji19010 

石崎橋   神奈 fuji01516 

石崎橋   青森 fuji01930 

石崎橋   北海 fuji48206 

石崎川第二橋 神奈 fuji22959 

石山橋   愛媛 fuji19123 

石山橋   鳥取 fuji41756 

石山橋   福井 fuji35433 

石山橋   北海 fuji43088 

石山跨線橋 北海 fuji45248 

石山高架橋 滋賀 fuji43703 

石室橋   埼玉 fuji01500 

石手川橋  愛媛 fuji06805 

石狩橋   北海 fuji39893 

石狩川橋  北海 fuji09225 

石狩川第一支流橋  

北海 fuji07986 

石狩川六号橋 北海 fuji35181 

石狩大橋  北海 fuji15329 

石狩陸橋  北海 fuji40986 

石舟眼鏡橋 香川 fuji08929 

石住橋   東京 fuji21930 

石小屋橋  神奈 fuji36043 

石小田橋  東京 fuji32340 

石上橋   静岡 fuji11419 

石場橋   大分 fuji12766 

石場橋   長崎 fuji38348 

石森橋   青森 fuji09700 



 ８１ 

石神井橋  埼玉 fuji27403 

石神井坂人道跨線橋  

東京 fuji23398 

石神橋   愛媛 fuji44153 

石神橋   岐阜 fuji47866 

石神橋   広島 fuji48112 

石神橋   香川 fuji38216 

石神橋   滋賀 fuji33039 

石神橋   秋田 fuji13713 

石須部橋  山形 fuji46104 

石水橋   宮崎 fuji06664 

石水寺門前橋 熊本 fuji01417 

石瀬戸橋  宮崎 fuji32876 

石清水橋  山形 fuji42858 

石盛橋   青森 fuji29601 

石切橋   宮城 fuji02734 

石切橋   東京 fuji02104 

石切跨線橋 大阪 fuji50754 

石切山橋  北海 fuji32486 

石仙橋   高知 fuji43507 

石川架道橋 東京 fuji19315 

石川橋   愛知 fuji05021 

石川橋   茨城 fuji46139 

石川橋   沖縄 fuji10147 

石川橋   群馬 fuji13904 

石川橋   香川 fuji10366 

石川橋   秋田 fuji10041 

石川橋   神奈 fuji39230 

石川橋   青森 fuji04692 

石川橋   石川 fuji11950 

石川橋   大阪 fuji02005 

石川橋   北海 fuji32890 

石川橋（←雪ケ谷橋）  

東京 fuji00845 

石川原橋  京都 fuji49326 

石川跨線橋   fuji52465 

石川高架橋 東京 fuji51550 

石川大成橋 北海 fuji35492 

石川陸橋  青森 fuji33108 

石泉院橋  京都 fuji26083 

石洗橋   茨城 fuji17614 

石倉橋   群馬 fuji15781 

石倉橋   滋賀 fuji27006 

石倉橋   鹿児 fuji43125 

石倉橋   神奈 fuji17536 

石倉跨線橋 北海 fuji52411 

石尊橋   山梨 fuji41880 

石打口橋  三重 fuji53836 

石打第一橋 熊本 fuji08415 

石打第三橋 熊本 fuji08266 

石打第二橋 熊本 fuji08265 

石沢橋   宮城 fuji45902 

石津橋   愛知 fuji47493 

石津橋   群馬 fuji01471 

石津橋   山口 fuji14639 

石津橋   大阪 fuji34587 

石津川橋  大阪 fuji24748 

石津大橋  大阪 fuji46676 

石鎚橋   愛媛 fuji16418 

石通橋   秋田 fuji42851 

石塚橋   東京 fuji38131 

石塚橋   兵庫 fuji15433 

石徹白橋  福井 fuji33805 

石田橋   愛知 fuji35546 

石田橋   京都 fuji16314 

石田橋   神奈 fuji53063 

石田橋   千葉 fuji36192 

石田橋   富山 fuji22293 

石田橋   福井 fuji01997 

石田橋   北海 fuji30299 

石田川橋  岡山 fuji06324 

石田川橋  滋賀 fuji03482 

石渡橋（→富士見橋）  

青森 fuji00199 

石砥橋   和歌 fuji19824 

石島橋   東京 fuji03563 

石島大橋  栃木 fuji39474 

石動橋   富山 fuji36325 

石堂橋   熊本 fuji01494 

石堂橋   静岡 fuji05536 

石堂橋   福岡 fuji10013 

石堂川橋  福岡 fuji40144 

石堂大橋  福岡 fuji39121 

石鍋橋   大分 fuji07656 

石楠花橋  群馬 fuji48508 

石飛橋   鹿児 fuji26188 

石氷橋   宮崎 fuji30585 

石部橋   静岡 fuji50415 

石伏橋   福島 fuji12120 

石淵橋   群馬 fuji04122 

石淵橋   高知 fuji18311 

石淵橋   富山 fuji31026 

石仏橋   岩手 fuji43431 

石仏橋   広島 fuji19872 

石仏橋   大阪 fuji43880 

石仏橋   徳島 fuji37264 

石仏高架橋   fuji46388 

石文架道橋 青森 fuji51911 

石並橋   宮崎 fuji11999 

石米橋   岡山 fuji24384 

石母田架道橋 福島 fuji47649 

石北橋   北海 fuji51183 

石本橋   京都 fuji11327 

石本橋   徳島 fuji33252 

石名坂橋  茨城 fuji43447 

石名坂橋  宮城 fuji52783 

石名坂橋  神奈 fuji43976 

石木橋   長崎 fuji03944 

石木津川橋 佐賀 fuji22175 

石流橋   長野 fuji02238 

石隆橋   静岡 fuji04179 

石輪橋   大分 fuji07968 

石輪谷橋  富山 fuji16884 

石露橋   鹿児 fuji30549 

石脇高架橋 静岡 fuji53546 

石廩橋   山梨 fuji45950 

石櫃橋   宮崎 fuji42471 

石疊橋   徳島 fuji39542 

石筵橋   福島 fuji11052 

石藏橋   三重 fuji39522 

積善館廊下橋 群馬 fuji27564 

積善橋   大阪 fuji47131 

積丹大橋  北海 fuji43386 

赤井橋   熊本 fuji15880 

赤井江橋  宮城 fuji42847 

赤井白橋  宮城 fuji02727 

赤井堀橋  宮城 fuji28559 

赤羽橋   三重 fuji23779 

赤羽橋   東京 fuji00413 

赤羽跨線橋 東京 fuji29906 

赤羽根橋  岩手 fuji34882 

赤羽線交差点上橋  

東京 fuji07060 

赤岡橋   香川 fuji46560 

赤河内川橋 徳島 fuji29596 

赤海橋     fuji11602 

赤柿架道橋 愛知 fuji45716 

赤岳橋   北海 fuji48486 

赤滑川橋  栃木 fuji21024 

赤間橋   北海 fuji30261 

赤間川橋  埼玉 fuji13374 

赤間大橋  山口 fuji53874 

赤関橋   神奈 fuji16306 

赤岩橋   愛媛 fuji31947 

赤岩橋   宮崎 fuji41309 

赤岩橋   群馬 fuji09530 

赤岩橋   山梨 fuji39675 

赤岩橋   福島 fuji09714 

赤岩橋   北海 fuji38662 

赤岩川橋  宮崎 fuji15834 

赤亀橋   群馬 fuji18975 

赤橋    京都 fuji08100 

赤橋    神奈 fuji00052 

赤御堂橋  青森 fuji02260 

赤江橋   岐阜 fuji05775 

赤江橋   宮崎 fuji17115 

赤江川橋  富山 fuji20090 

赤江大橋（新飯梨橋）  

島根 fuji48573 

赤江避溢橋 宮崎 fuji13890 

赤行橋   栃木 fuji25935 

赤根橋   岡山 fuji25121 

赤根橋   福井 fuji51664 

赤坂開拓橋 徳島 fuji32169 

赤坂橋   愛知 fuji31556 

赤坂橋   山形 fuji35251 

赤坂橋   山梨 fuji32359 

赤坂橋   神奈 fuji39231 

赤坂橋   静岡 fuji04501 

赤坂橋   長野 fuji02030 

赤坂橋   東京 fuji00924 

赤坂見附陸橋 東京 fuji45484 

赤坂跨線橋   fuji52905 

赤坂高架橋   fuji52903 

赤坂川橋  佐賀 fuji05638 

赤坂第一橋   fuji52902 

赤坂第二橋   fuji52904 

赤坂鷹部屋橋 栃木 fuji21348 

赤坂門橋  東京 fuji01571 

赤崎橋   大分 fuji07738 

赤崎橋   島根 fuji44131 

赤崎橋   兵庫 fuji42596 

赤崎川橋  山口 fuji22163 

赤崎川橋  新潟 fuji29659 

赤崎沢橋  新潟 fuji12593 

赤子橋   岩手 fuji32318 

赤児大橋  宮城 fuji49058 

赤芝橋   山形 fuji10921 

赤芝橋（←落合橋）  

山形 fuji04748 

赤松（大）橋 大分 fuji48841 

赤松街道架道橋  

東京 fuji49977 

赤松橋   香川 fuji32171 

赤松橋   佐賀 fuji28111 

赤松橋   大分 fuji07655 

赤松橋   長野 fuji10812 

赤松橋   兵庫 fuji46426 

赤松桟道橋 大分 fuji48842 

赤松川橋  北海 fuji23655 

赤松中央橋 徳島 fuji44135 

赤沼橋   埼玉 fuji26260 

赤沼橋   青森 fuji13615 

赤沼橋   北海 fuji42081 

赤城橋   群馬 fuji19505 

赤城見橋  埼玉 fuji34563 

赤城根橋  群馬 fuji09482 

赤城大橋  群馬 fuji33878 

赤城沢橋  群馬 fuji47066 

赤須賀橋  岩手 fuji04070 

赤水橋   静岡 fuji35472 

赤水橋   大分 fuji44375 

赤水橋   徳島 fuji30456 

赤水跨線橋 熊本 fuji43031 

赤瀬橋   岐阜 fuji40251 

赤瀬橋   熊本 fuji04631 

赤瀬橋   和歌 fuji09321 

赤瀬上大橋 石川 fuji40543 

赤瀬川橋  鹿児 fuji26359 

赤瀬第一橋 熊本 fuji08416 

赤瀬第二橋 熊本 fuji08417 

赤星橋   宮崎 fuji31466 

赤星橋   熊本 fuji04432 

赤生津橋  岩手 fuji27385 

赤生津橋（豊里大橋）  

宮城 fuji26372 

赤石橋   愛知 fuji52149 

赤石橋   宮城 fuji04107 

赤石橋   新潟 fuji13392 

赤石橋   青森 fuji20555 

赤石跨線橋 青森 fuji49928 

赤石川橋  秋田 fuji16190 

赤石川橋  青森 fuji04912 

赤石川橋  徳島 fuji14209 

赤川橋   愛知 fuji45719 

赤川橋   岩手 fuji16170 

赤川橋   宮城 fuji19990 

赤川橋   山形 fuji15046 

赤川橋   秋田 fuji15775 

赤川橋   青森 fuji12186 

赤川橋   大阪 fuji21200 

赤川橋   島根 fuji14205 

赤川橋   富山 fuji06140 

赤川橋   福島 fuji13745 

赤川橋   北海 fuji34645 

赤川五号橋 北海 fuji44680 

赤川四号橋 北海 fuji31839 

赤倉橋   山形 fuji44276 

赤倉橋   秋田 fuji40801 

赤倉橋   富山 fuji31058 

赤倉橋（→虹の橋）  

山形 fuji20564 

赤滝橋   徳島 fuji26710 

赤沢橋   宮城 fuji44265 

赤沢橋   群馬 fuji38120 

赤沢橋   山形 fuji03540 

赤沢橋   神奈 fuji39224 

赤沢橋   静岡 fuji24510 

赤沢橋   長野 fuji39237 

赤沢橋   栃木 fuji10435 

赤沢橋   福島 fuji37196 

赤沢橋(上り) 群馬 fuji22918 

赤沢川橋  宮城 fuji03799 

赤沢川橋  新潟 fuji16720 

赤沢川橋  福島 fuji36558 

赤沢津橋  鹿児 fuji44659 

赤谷橋   岐阜 fuji28268 

赤谷橋   宮崎 fuji07661 

赤谷橋   大分 fuji47005 

赤谷橋   島根 fuji29299 

赤池橋   三重 fuji49315 

赤池橋   福岡 fuji16335 

赤池高架橋   fuji45861 

赤鳥居橋  徳島 fuji48426 

赤津川石橋 栃木 fuji42873 

赤塚橋   愛媛 fuji22581 

赤田川橋  秋田 fuji16179 

赤土橋   群馬 fuji35741 

赤湯橋   秋田 fuji46581 

赤湯跨線橋 山形 fuji43439 

赤湯沢川橋 青森 fuji08299 

赤入洞橋  静岡 fuji40857 

赤波川橋  鳥取 fuji15109 

赤幡橋   福岡 fuji43025 

赤抜沢橋  山梨 fuji40848 

赤樋橋   三重 fuji23620 

赤尾橋   山梨 fuji41068 

赤尾谷川橋 富山 fuji00656 



 ８２ 

赤浜橋   山形 fuji45122 

赤富橋   長野 fuji06516 

赤蕪橋   北海 fuji13931 

赤淵川橋  静岡 fuji45342 

赤平橋   埼玉 fuji12825 

赤平橋   秋田 fuji33838 

赤平橋   北海 fuji19080 

赤平橋（上り） 北海 fuji49628 

赤平川橋  埼玉 fuji13720 

赤平大橋  北海 fuji33062 

赤平中央橋 北海 fuji38978 

赤穂大橋  兵庫 fuji28420 

赤穂土橋  青森 fuji14014 

赤穂堂橋  青森 fuji03198 

赤峰橋   大分 fuji47736 

赤坊橋   北海 fuji50107 

赤堀掛樋  埼玉 fuji25972 

赤堀橋   群馬 fuji35511 

赤堀橋   埼玉 fuji23525 

赤堀川橋  栃木 fuji43173 

赤無橋   北海 fuji46782 

赤木橋   高知 fuji25177 

赤木橋   埼玉 fuji53767 

赤木橋   和歌 fuji49536 

赤木川橋  和歌 fuji22673 

赤木谷橋  大分 fuji48446 

赤木内架道橋 福島 fuji46118 

赤野橋   高知 fuji24405 

赤野橋   徳島 fuji49155 

赤柳橋   北海 fuji32301 

赤渕跨線橋 岩手 fuji40331 

赤渕川橋  静岡 fuji52589 

跡の浦橋  和歌 fuji46210 

跡曳橋   富山 fuji18421 

跡曳水路橋 富山 fuji19137 

跡見橋   北海 fuji31118 

跡次橋   宮崎 fuji36756 

跡次跨線橋 石川 fuji26954 

跡取川橋  宮崎 fuji40883 

跡津橋   岐阜 fuji28271 

跡津川橋  岐阜 fuji37718 

跡返沢橋  北海 fuji14654 

碩田橋   大分 fuji02602 

碩南大橋  大分 fuji35253 

切幹橋   栃木 fuji10436 

切岩橋   岡山 fuji12307 

切串大橋  広島 fuji42993 

切原橋   三重 fuji41408 

切原橋   徳島 fuji50790 

切戸橋   和歌 fuji49342 

切戸川橋  山口 fuji00824 

切込橋   新潟 fuji48528 

切込大橋  宮崎 fuji48659 

切込大橋  大分 fuji48838 

切込谷橋  富山 fuji23741 

切山橋   和歌 fuji33397 

切手橋   新潟 fuji52552 

切岨橋   長野 fuji12356 

切通橋   東京 fuji17905 

切田下橋  広島 fuji15492 

切田橋   広島 fuji15126 

切田橋   青森 fuji41185 

切畑橋   大分 fuji53918 

切畑川橋  愛知 fuji17312 

切明橋   青森 fuji10772 

切目橋   和歌 fuji05065 

切目川橋  和歌 fuji03734 

切目大橋  和歌 fuji34066 

切立橋   福島 fuji15683 

切留橋   香川 fuji48963 

接岨口橋  静岡 fuji37117 

摂待橋   岩手 fuji42354 

折宇戸橋  徳島 fuji15642 

折宇中央橋 徳島 fuji40639 

折居橋   岩手 fuji44427 

折居川橋  島根 fuji16268 

折橋    青森 fuji03768 

折橋    長野 fuji00978 

折橋    福島 fuji23386 

折戸橋   埼玉 fuji37411 

折戸橋   三重 fuji52938 

折戸橋   青森 fuji02075 

折戸橋   長野 fuji33906 

折戸橋   島根 fuji53861 

折口橋   鹿児 fuji16842 

折口平橋  福岡 fuji28237 

折節橋   千葉 fuji25238 

折川大橋  北海 fuji51108 

折之沢橋  群馬 fuji48618 

折尾跨線橋 福岡 fuji37147 

折尾高架橋 福岡 fuji13239 

折壁一の橋 岩手 fuji35901 

折壁橋   岩手 fuji35245 

折壁五の橋 岩手 fuji35904 

折壁四の橋 岩手 fuji35903 

折壁二の橋 岩手 fuji35902 

折本貝塚橋 神奈 fuji47576 

折本橋   広島 fuji47941 

折立橋   長野 fuji08918 

折立橋   奈良 fuji25522 

折眞布橋  北海 fuji45095 

節違川橋  高知 fuji18307 

節婦三号橋 北海 fuji35882 

節婦四号橋 北海 fuji32305 

節婦小橋  北海 fuji49043 

節婦二号橋 北海 fuji43079 

雪ケ沢橋  山形 fuji14492 

雪ケ谷橋（→石川橋）  

東京 fuji00845 

雪の橋   東京 fuji36717 

雪浦橋   岩手 fuji49937 

雪浦橋   長崎 fuji06661 

雪割橋   福島 fuji31055 

雪橋    長崎 fuji03707 

雪鯨橋（くじら橋） 

 大阪 fuji00797 

雪見橋   岡山 fuji04834 

雪見橋   神奈 fuji01828 

雪見橋   東京 fuji37099 

雪見橋   富山 fuji14728 

雪見橋   北海 fuji36369 

雪見橋（←富山大橋）  

富山 fuji00294 

雪舟橋   島根 fuji17571 

雪川橋   秋田 fuji15355 

雪川橋   長崎 fuji06759 

雪島橋   富山 fuji14246 

雪浜橋   兵庫 fuji20504 

雪崩橋   滋賀 fuji34947 

雪野橋   熊本 fuji09503 

雪裡橋   北海 fuji41160 

絶沈川橋  静岡 fuji05727 

舌崎橋   岩手 fuji05474 

舌辛川橋  北海 fuji16662 

蝉丸橋   滋賀 fuji43163 

蝉丸跨線橋 滋賀 fuji17731 

蝉橋    群馬 fuji35147 

仙ケ久保橋  山梨 fuji30838 

仙ケ谷橋  徳島 fuji34085 

仙ノ台上橋  秋田 fuji51385 

仙雲橋   愛媛 fuji37143 

仙雲橋   北海 fuji42694 

仙翁沢橋  秋田 fuji50525 

仙海橋   宮城 fuji02725 

仙境橋   北海 fuji52521 

仙郷橋   静岡 fuji26473 

仙見川橋  新潟 fuji52105 

仙城橋   山梨 fuji41241 

仙場川橋  熊本 fuji08368 

仙人橋   青森 fuji23092 

仙人橋   奈良 fuji28712 

仙人小橋  岩手 fuji39451 

仙人大橋  岩手 fuji38663 

仙石橋   山形 fuji51935 

仙川第一跨線橋  

東京 fuji13478 

仙蔵橋   愛知 fuji53819 

仙台橋   東京 fuji19342 

仙台橋（千代橋）  

東京 fuji18582 

仙台橋（大橋） 宮城 fuji00153 

仙台大橋（大橋）  

宮城 fuji06605 

仙台堀川橋 東京 fuji21092 

仙田橋   新潟 fuji40845 

仙洞橋   北海 fuji37624 

仙入橋   秋田 fuji45493 

仙納原大橋（→利賀大橋）  

富山 fuji00375 

仙波大橋  埼玉 fuji53021 

仙美里橋  北海 fuji36160 

仙野原大橋 富山 fuji09126 

先栄橋   北海 fuji53567 

先崎川橋  鹿児 fuji13606 

先神橋   千葉 fuji07642 

先達橋   秋田 fuji46101 

先達橋   青森 fuji00398 

先達水路橋 秋田 fuji29607 

先達川橋  秋田 fuji53469 

先達大橋（→夕陽橋）  

青森 fuji00189 

先達大橋（江戸橋）  

青森 fuji00189 

先入重橋  鹿児 fuji44179 

先鉾橋   大阪 fuji43296 

千ノ川橋   神奈 fuji13962 

千引橋   大分 fuji53140 

千羽鶴橋  香川 fuji41570 

千曳橋   青森 fuji04913 

千曳橋（→高橋） 

和歌 fuji15646 

千垣橋   富山 fuji28332 

千苅橋   兵庫 fuji15003 

千貫橋   岐阜 fuji16139 

千貫橋   群馬 fuji00975 

千貫樋   静岡 fuji16885 

千間山橋  鹿児 fuji24216 

千菊橋   石川 fuji28108 

千郷橋   徳島 fuji50058 

千曲橋   長野 fuji06724 

千曲橋   北海 fuji51145 

千曲川の橋（塩名田橋）  

長野 fuji00659 

千曲川橋  長野 fuji05389 

千曲川橋（境橋）  

長野 fuji08954 

千曲大橋（←落合橋）  

長野 fuji16469 

千軒開拓橋 北海 fuji39841 

千軒橋   香川 fuji11261 

千原橋   大阪 fuji28953 

千原橋   島根 fuji35822 

千原橋（←鷺畑橋）  

山形 fuji17612 

千原大橋  岡山 fuji34018 

千原田橋  栃木 fuji23132 

千光寺橋  香川 fuji32858 

千国橋   北海 fuji49740 

千砂橋   東京 fuji22024 

千歳（川）橋 福岡 fuji30750 

千歳（年？）橋 青森 fuji02678 

千歳橋   愛媛 fuji37278 

千歳橋   茨城 fuji04702 

千歳橋   岡山 fuji05930 

千歳橋   京都 fuji01094 

千歳橋   広島 fuji19588 

千歳橋   佐賀 fuji35481 

千歳橋   三重 fuji18503 

千歳橋   山形 fuji02996 

千歳橋   山形 fuji24859 

千歳橋   滋賀 fuji19569 

千歳橋   神奈 fuji04033 

千歳橋   静岡 fuji02350 

千歳橋   千葉 fuji30424 

千歳橋   大阪 fuji16294 

千歳橋   大分 fuji04485 

千歳橋   島根 fuji28126 

千歳橋   東京 fuji20846 

千歳橋   徳島 fuji13181 

千歳橋   兵庫 fuji13489 

千歳橋（→岩根橋）  

埼玉 fuji06850 

千歳橋（→宮ノ陣橋） 

 福岡 fuji13185 

千歳橋（→三川原橋）  

岐阜 fuji10877 

千歳橋（→中央橋）  

兵庫 fuji21634 

千歳橋(←水屋橋)  

福岡 fuji06236 

千歳橋（←生剛橋）  

北海 fuji38560 

千歳橋（←大手橋）  

長野 fuji02408 

千歳橋（←追子ノ木橋）  

青森 fuji03714 

千歳橋（姑射橋）  

長野 fuji02002 

千歳橋（狐禅寺橋）  

岩手 fuji10160 

千歳橋（小深入橋）  

福島 fuji33612 

千歳橋（浅瀬石川橋）  

青森 fuji25876 

千歳橋（追貝刎橋）  

群馬 fuji00149 

千歳橋（豊厚橋）  

山口 fuji19439 

千歳橋（柳生橋）  

新潟 fuji05192 

千歳新橋  群馬 fuji24500 

千歳川橋  山口 fuji23041 

千歳川橋  神奈 fuji45145 

千歳川橋  静岡 fuji17934 

千歳川橋  福岡 fuji17591 

千歳川橋  北海 fuji01721 

千歳大橋  山口 fuji30232 

千歳陸橋  兵庫 fuji21459 

千載橋   大分 fuji01140 

千若橋   神奈 fuji10986 

千手院橋  群馬 fuji05229 

千手橋   東京 fuji25986 

千種橋   千葉 fuji28601 

千種川橋  兵庫 fuji06015 

千寿ケ原橋  富山 fuji35405 

千寿橋   大阪 fuji17717 

千寿橋（常願寺水路橋・小見 

水路橋）  富山 fuji22697 



 ８３ 

千秋橋   山梨 fuji02450 

千秋橋   神奈 fuji02233 

千秋橋   大阪 fuji18656 

千秋橋   北海 fuji12179 

千舟橋   大阪 fuji26570 

千住橋   東京 fuji08459 

千住橋   北海 fuji42693 

千住跨線橋 東京 fuji29907 

千住新橋  東京 fuji17283 

千住水管橋 東京 fuji43153 

千住大橋  東京 fuji00139 

千住大橋（途別橋）  

北海 fuji42049 

千住第二跨道橋  

東京 fuji43279 

千松橋   山梨 fuji06502 

千松川橋  北海 fuji22835 

千丈橋   大分 fuji27781 

千丈橋   栃木 fuji14284 

千丈川橋  愛媛 fuji30923 

千世橋   大分 fuji03141 

千成橋   岐阜 fuji52143 

千成橋   滋賀 fuji18100 

千石橋   熊本 fuji22465 

千石橋   大阪 fuji21538 

千石橋   東京 fuji21098 

千石橋   奈良 fuji00865 

千石橋   和歌 fuji00255 

千切橋   奈良 fuji31331 

千切山橋（→勝浦浜橋）  

徳島 fuji23828 

千切山橋（地切山橋）  

徳島 fuji20728 

千々石橋  長崎 fuji05335 

千々川橋  高知 fuji17173 

千川橋   東京 fuji04131 

千船橋   東京 fuji21694 

千船大橋  大阪 fuji29053 

千早架道橋 愛知 fuji45755 

千早大橋  大阪 fuji46602 

千草橋   愛知 fuji19699 

千草橋   岡山 fuji11873 

千束橋   静岡 fuji13309 

千足橋   徳島 fuji34261 

千代の橋  北海 fuji48460 

千代丸橋  山口 fuji27339 

千代橋   茨城 fuji23127 

千代橋   群馬 fuji25297 

千代橋   広島 fuji19586 

千代橋   香川 fuji03159 

千代橋   埼玉 fuji41660 

千代橋   三重 fuji06963 

千代橋   山梨 fuji40789 

千代橋   神奈 fuji10794 

千代橋   大阪 fuji23010 

千代橋   大分 fuji03971 

千代橋   長野 fuji01557 

千代橋   徳島 fuji22164 

千代橋   北海 fuji43748 

千代橋（←古海橋）  

鳥取 fuji03484 

千代橋（仙台橋）  

東京 fuji18582 

千代橋（千頭鉄線橋）  

静岡 fuji07634 

千代原架道橋 京都 fuji20133 

千代崎橋  神奈 fuji19351 

千代崎橋  大阪 fuji01892 

千代川橋  山梨 fuji49284 

千代川橋  鳥取 fuji10695 

千代大橋  宮城 fuji46907 

千代田橋  愛媛 fuji30818 

千代田橋  佐賀 fuji26176 

千代田橋  三重 fuji05890 

千代田橋  新潟 fuji42727 

千代田橋  東京 fuji11788 

千代田橋  北海 fuji44033 

千代田跨線橋 北海 fuji47402 

千代田大橋 北海 fuji34318 

千代田町橋高架橋  

東京 fuji17705 

千代田南橋 大阪 fuji19576 

千代田陸橋 北海 fuji47759 

千代富橋  島根 fuji29302 

千代野橋  北海 fuji41169 

千沢橋   長野 fuji25324 

千谷大橋  兵庫 fuji46655 

千町橋   岡山 fuji27064 

千町跨線橋 宮崎 fuji39576 

千鳥ケ淵堀上道路  

東京 fuji46150 

千鳥ケ渕高架橋  

東京 fuji45545 

千鳥橋   愛知 fuji07896 

千鳥橋   岐阜 fuji15637 

千鳥橋   山口 fuji40133 

千鳥橋   滋賀 fuji38014 

千鳥橋   神奈 fuji10985 

千鳥橋   千葉 fuji48897 

千鳥橋   大阪 fuji26568 

千鳥橋   東京 fuji00674 

千鳥橋   福岡 fuji20730 

千鳥橋   兵庫 fuji11107 

千鳥橋   北海 fuji39326 

千鳥大橋  大阪 fuji42170 

千田橋   東京 fuji20929 

千田橋   徳島 fuji35591 

千田橋   和歌 fuji35936 

千田川橋  兵庫 fuji03442 

千登世橋  東京 fuji24504 

千登世小橋 東京 fuji22940 

千登勢橋  北海 fuji46830 

千頭橋   山口 fuji46231 

千頭大橋  静岡 fuji12155 

千頭鉄線橋（千代橋）  

静岡 fuji07634 

千南高架橋 愛知 fuji45751 

千日橋   静岡 fuji10749 

千日橋   福井 fuji24956 

千年橋   茨城 fuji23937 

千年橋   新潟 fuji42045 

千年橋   青森 fuji04731 

千年橋   長野 fuji06147 

千年橋   島根 fuji06625 

千年橋   北海 fuji30020 

千年高架橋 愛知 fuji45750 

千把園橋（→大正橋）  

大分 fuji12382 

千波大橋  茨城 fuji48349 

千馬橋   山口 fuji40278 

千疋橋   岐阜 fuji19053 

千疋大橋  岐阜 fuji39756 

千部橋   栃木 fuji42538 

千保川橋  富山 fuji07992 

千北橋   大阪 fuji29054 

千本橋   京都 fuji11745 

千本橋   島根 fuji35578 

千本橋   北海 fuji43368 

千本通り架道橋  

大阪 fuji27709 

千枚田橋  山梨 fuji35758 

千綿橋   長崎 fuji04624 

千野野橋  愛媛 fuji17793 

千葉城橋  熊本 fuji21515 

千葉辺利大橋 北海 fuji43345 

千里跨道橋 大阪 fuji49554 

千里高架橋 大阪 fuji45772 

千里山橋  大阪 fuji42436 

千里山高架橋 大阪 fuji44020 

千両橋   愛知 fuji53198 

千両橋   大阪 fuji15425 

千林駅橋  大阪 fuji25078 

千林橋   大阪 fuji38909 

千林大池架道橋  

大阪 fuji25390 

千呂露橋  北海 fuji40004 

千仞橋   三重 fuji50960 

千仭橋   北海 fuji43329 

千戈１号跨道橋  

三重 fuji47500 

千躰橋   大阪 fuji53947 

占冠橋   北海 fuji34869 

占瀬橋   北海 fuji36306 

占川橋   北海 fuji41027 

占部架道橋 大阪 fuji47350 

専永橋   大阪 fuji43897 

専永小橋  大阪 fuji43898 

専教寺橋  広島 fuji31568 

専立寺橋  香川 fuji17360 

川の内橋  香川 fuji18223 

川井２号橋  福島 fuji52808 

川井橋   岩手 fuji26765 

川井橋   高知 fuji48439 

川井橋   秋田 fuji06446 

川井橋   東京 fuji25553 

川井橋   徳島 fuji44609 

川井川橋  東京 fuji30729 

川井大橋  岩手 fuji25285 

川井田橋  東京 fuji34905 

川井野橋  東京 fuji10788 

川磯橋   長崎 fuji02905 

川宇田橋  大分 fuji14747 

川浦橋   岐阜 fuji44522 

川浦橋   群馬 fuji15991 

川浦橋   新潟 fuji36098 

川越街道架道橋  

東京 fuji47079 

川越橋   埼玉 fuji36715 

川越跨線橋 埼玉 fuji52841 

川越大橋  島根 fuji34256 

川堰橋   神奈 fuji27858 

川奥橋   愛媛 fuji31246 

川押橋   宮城 fuji03793 

川岡橋   鳥取 fuji04583 

川音川橋  神奈 fuji53176 

川下橋   新潟 fuji46938 

川下橋   長野 fuji46595 

川下橋   島根 fuji32394 

川下橋   東京 fuji25681 

川角橋   高知 fuji40306 

川寒橋   福島 fuji48888 

川間橋   神奈 fuji50405 

川間橋   千葉 fuji12235 

川久保橋  宮崎 fuji21820 

川久保橋  熊本 fuji05123 

川久保橋  群馬 fuji35910 

川久保橋  山口 fuji43167 

川久保橋  大分 fuji15018 

川久保橋  長野 fuji08746 

川宮橋   福岡 fuji51700 

川汲橋   北海 fuji50481 

川汲川橋  北海 fuji50086 

川見橋   徳島 fuji10002 

川原橋   岩手 fuji04915 

川原橋   岐阜 fuji46190 

川原橋   宮崎 fuji49176 

川原橋   宮城 fuji51918 

川原橋   香川 fuji37481 

川原橋   佐賀 fuji05583 

川原橋   秋田 fuji20560 

川原橋   神奈 fuji27861 

川原橋   大阪 fuji45448 

川原橋   大分 fuji25215 

川原橋   長崎 fuji14418 

川原橋   福岡 fuji05972 

川原橋   福島 fuji27819 

川原口橋  三重 fuji04803 

川原宿橋  東京 fuji10546 

川原川橋  静岡 fuji05729 

川原町橋（←大橋）  

福島 fuji13775 

川原田橋  宮崎 fuji19890 

川原田橋  徳島 fuji43008 

川原田跨線橋 福島 fuji46123 

川原平橋  青森 fuji03762 

川原木橋  岩手 fuji44056 

川戸橋   岡山 fuji26393 

川戸橋   山梨 fuji41878 

川戸橋   神奈 fuji22520 

川戸橋   鳥取 fuji05917 

川戸橋   島根 fuji22192 

川口橋   愛知 fuji03321 

川口橋   岩手 fuji43251 

川口橋   宮崎 fuji28384 

川口橋   高知 fuji27107 

川口橋   鹿児 fuji34119 

川口橋   秋田 fuji20562 

川口橋   新潟 fuji19046 

川口橋   静岡 fuji40582 

川口橋   大阪 fuji20382 

川口橋   長野 fuji24602 

川口橋   東京 fuji01950 

川口橋   福島 fuji34610 

川口橋（山城大橋）  

徳島 fuji46741 

川口橋←堅磐橋）  

山形 fuji42145 

川口跨線橋 埼玉 fuji37815 

川口跨線橋 新潟 fuji45636 

川口跨線線路橋  

埼玉 fuji51409 

川口高架橋 岐阜 fuji45523 

川口出口の橋(柳橋)  

東京 fuji00528 

川口川橋  東京 fuji34679 

川口大橋  愛媛 fuji36359 

川口吊橋  鹿児 fuji39688 

川口蕨陸橋 埼玉 fuji50937 

川向橋   香川 fuji46239 

川向橋   山口 fuji37610 

川向橋   神奈 fuji32652 

川向橋   長野 fuji11492 

川向橋   北海 fuji30301 

川向橋(←中川原橋)  

香川 fuji19006 

川向橋（狩野橋）  

北海 fuji33035 

川合橋   岡山 fuji15605 

川合橋   岐阜 fuji46192 

川合橋   三重 fuji06737 

川合橋   滋賀 fuji07912 

川合橋   新潟 fuji49825 

川合橋   長野 fuji44105 

川合橋   北海 fuji36311 

川合橋（芝宮橋）  

静岡 fuji17677 

川合小橋  愛知 fuji09315 

川合大橋  愛知 fuji09659 



 ８４ 

川根橋   茨城 fuji44061 

川根橋   静岡 fuji22683 

川根大橋  静岡 fuji11933 

川根路橋(奥泉橋)  

静岡 fuji42046 

川堺橋   神奈 fuji27862 

川崎街道架道橋  

静岡 fuji19393 

川崎企業庁鉄道橋（浮島鉄道 

橋）   神奈 fuji40060 

川崎橋   宮崎 fuji50831 

川崎橋   宮城 fuji03826 

川崎橋   広島 fuji38614 

川崎橋   高知 fuji28035 

川崎橋   埼玉 fuji30030 

川崎橋   鹿児 fuji53169 

川崎橋   秋田 fuji50206 

川崎橋   千葉 fuji35518 

川崎橋   大阪 fuji02822 

川崎橋   徳島 fuji12718 

川崎橋   栃木 fuji49452 

川崎橋   富山 fuji09483 

川崎橋   和歌 fuji28719 

川崎橋（→音羽橋）  

山口 fuji00755 

川崎跨道橋   fuji49973 

川崎高架橋 神奈 fuji22452 

川崎川避溢橋 京都 fuji23001 

川山橋   青森 fuji38841 

川子跨道橋 福島 fuji43797 

川子壁益橋 福島 fuji43798 

川治橋   新潟 fuji33366 

川治橋   栃木 fuji26433 

川手橋   熊本 fuji35485 

川床橋   鹿児 fuji18473 

川床橋   長崎 fuji50069 

川上橋   沖縄 fuji09834 

川上橋   岐阜 fuji25332 

川上橋   京都 fuji35793 

川上橋   鹿児 fuji16121 

川上橋   神奈 fuji23150 

川上橋   大阪 fuji16896 

川上橋   長崎 fuji07424 

川上橋   福井 fuji35435 

川上橋   福島 fuji12111 

川上橋   和歌 fuji23501 

川上橋（→官人橋）  

佐賀 fuji14707 

川上橋（→泉翠橋）  

北海 fuji16979 

川上橋（←安全橋）  

北海 fuji16979 

川上川橋  岐阜 fuji10933 

川上大橋  北海 fuji49677 

川上谷川橋 京都 fuji23000 

川上渡瀬橋 岐阜 fuji00780 

川尻橋   岡山 fuji14374 

川尻橋   岩手 fuji38785 

川尻橋   岐阜 fuji19544 

川尻橋   宮城 fuji06844 

川尻橋   熊本 fuji07216 

川尻橋   香川 fuji28227 

川尻橋   滋賀 fuji36422 

川尻橋   秋田 fuji40035 

川尻橋   石川 fuji03036 

川尻橋   長野 fuji38305 

川尻橋   島根 fuji24114 

川尻川橋  岩手 fuji17251 

川尻川橋  石川 fuji20092 

川神馬橋  茨城 fuji37550 

川水流橋  宮崎 fuji10770 

川澄橋   茨城 fuji41841 

川瀬橋   熊本 fuji26346 

川瀬橋   静岡 fuji24999 

川瀬橋   長野 fuji19141 

川成橋   愛媛 fuji19733 

川成橋   静岡 fuji45344 

川成橋   徳島 fuji27480 

川西１号避溢橋  

三重 fuji47327 

川西２号跨道橋  

三重 fuji47328 

川西３号避溢橋  

三重 fuji47329 

川西橋   岡山 fuji11111 

川西橋   神奈 fuji16046 

川西橋   神奈 fuji32500 

川西橋   北海 fuji40479 

川前橋   山形 fuji18561 

川前橋   福島 fuji13524 

川倉新橋  青森 fuji33864 

川操下橋  島根 fuji39378 

川操上橋  島根 fuji39379 

川相橋（落合橋）  

滋賀 fuji18806 

川側橋   茨城 fuji22250 

川太郎橋  青森 fuji03220 

川袋川橋  秋田 fuji15647 

川代橋   青森 fuji33862 

川棚橋   山梨 fuji39673 

川棚橋   長崎 fuji05085 

川棚川橋  山口 fuji13463 

川棚川橋  長崎 fuji07978 

川棚大橋（←原田橋）  

長崎 fuji30706 

川谷橋   長野 fuji26284 

川端橋   宮城 fuji03228 

川端橋   徳島 fuji23263 

川端橋   福井 fuji51284 

川端橋   福岡 fuji21652 

川端橋   北海 fuji32044 

川地橋   山口 fuji27082 

川中橋   愛知 fuji18990 

川中橋   茨城 fuji46322 

川中橋   大阪 fuji33386 

川中橋   大分 fuji47981 

川中橋   鳥取 fuji04596 

川中島橋（←寺尾橋）  

長野 fuji02029 

川町橋   岐阜 fuji04557 

川津橋   香川 fuji26142 

川津川橋  静岡 fuji41079 

川津大橋  奈良 fuji39665 

川坪橋   群馬 fuji29758 

川鶴橋   宮崎 fuji37499 

川底橋   沖縄 fuji14932 

川鉄知多二号橋  

愛知 fuji49855 

川添橋   広島 fuji02183 

川添橋   佐賀 fuji34986 

川添橋   鹿児 fuji01392 

川添橋（←元山橋）  

香川 fuji06997 

川添大橋  三重 fuji43228 

川田橋   岡山 fuji25129 

川田橋   京都 fuji41415 

川田橋   香川 fuji18936 

川田橋   滋賀 fuji37244 

川田橋   鹿児 fuji08932 

川田橋   神奈 fuji41373 

川田橋   東京 fuji31885 

川田橋   徳島 fuji27087 

川田橋   栃木 fuji35737 

川田川橋  徳島 fuji08706 

川田前橋  愛媛 fuji32172 

川渡橋   宮城 fuji12212 

川渡橋   高知 fuji47160 

川渡大橋  宮城 fuji25892 

川登橋   広島 fuji39539 

川島架道橋 徳島 fuji08345 

川島橋   茨城 fuji33650 

川島橋   宮崎 fuji27782 

川島橋   大阪 fuji44122 

川島橋   東京 fuji01988 

川島橋   徳島 fuji42619 

川島橋   福岡 fuji14318 

川島新橋  徳島 fuji43659 

川島大橋（笠田橋）  

岐阜 fuji41972 

川島東橋  徳島 fuji45794 

川東橋   愛知 fuji38317 

川東橋   香川 fuji45797 

川東橋   佐賀 fuji03102 

川東橋   徳島 fuji29707 

川内橋   愛媛 fuji36533 

川内橋   岩手 fuji34661 

川内橋   宮崎 fuji36539 

川内橋   熊本 fuji20457 

川内橋   青森 fuji08514 

川内橋   大分 fuji35083 

川内橋   福島 fuji49794 

川内戸橋  山形 fuji46108 

川内川橋（栗野橋）  

鹿児 fuji50077 

川内川目鑑橋 熊本 fuji01288 

川入橋   神奈 fuji39352 

川入橋   大分 fuji30971 

川之江橋  愛媛 fuji11199 

川畑橋   大分 fuji50923 

川部橋   香川 fuji27447 

川部橋（河辺橋）  

香川 fuji40896 

川平橋   岐阜 fuji45500 

川平橋   鹿児 fuji43170 

川辺橋   岡山 fuji01886 

川辺橋   岐阜 fuji16058 

川辺橋   大分 fuji48117 

川辺用水橋 埼玉 fuji22002 

川北橋   京都 fuji12699 

川北橋   広島 fuji16062 

川北橋   鹿児 fuji44662 

川北橋   東京 fuji03291 

川北橋   徳島 fuji28017 

川北橋   北海 fuji51581 

川北橋（→山田橋）  

香川 fuji13691 

川北厚幹橋 北海 fuji51762 

川堀陸橋  神奈 fuji17286 

川本橋   広島 fuji26317 

川本新大橋 島根 fuji27476 

川本大家線橋 島根 fuji26741 

川本大橋  山口 fuji41289 

川本大橋（→川本東大橋）  

島根 fuji16047 

川本東大橋 島根 fuji49492 

川俣街道跨線橋  

福島 fuji18569 

川俣橋   徳島 fuji16523 

川俣橋（→昭和橋）  

群馬 fuji06234 

川俣大橋  栃木 fuji41913 

川俣陸橋  山梨 fuji24700 

川又橋   茨城 fuji41840 

川又橋   長野 fuji16005 

川又橋   徳島 fuji20636 

川又橋   和歌 fuji38179 

川面橋   埼玉 fuji26899 

川面橋   兵庫 fuji20391 

川茂橋   山梨 fuji05194 

川野橋   山梨 fuji31543 

川野目橋  福島 fuji23390 

川柳一号橋 山形 fuji46309 

川柳橋   静岡 fuji51671 

川流布橋  北海 fuji40952 

川留橋   岩手 fuji12103 

川渕橋   広島 fuji38491 

川渕橋   石川 fuji51661 

戦橋    愛知 fuji35139 

戦川橋   山形 fuji14182 

戦川橋   大分 fuji18323 

扇橋    岐阜 fuji44518 

扇橋    群馬 fuji48740 

扇橋    広島 fuji25857 

扇橋    山梨 fuji09240 

扇橋    鹿児 fuji15024 

扇橋    神奈 fuji06125 

扇橋    大阪 fuji13871 

扇橋    長崎 fuji35848 

扇橋    東京 fuji00662 

扇森橋   東京 fuji22027 

扇沢橋     fuji36898 

扇町橋   神奈 fuji20047 

扇町跨線橋 福島 fuji32551 

扇町跨道橋 大阪 fuji53687 

扇田橋   愛媛 fuji33958 

扇田橋   秋田 fuji06444 

扇田橋   神奈 fuji20071 

扇野橋   京都 fuji52166 

栴檀橋   香川 fuji31209 

栴檀橋   佐賀 fuji17496 

栴檀川橋  香川 fuji38038 

栴檀木橋  大阪 fuji02009 

泉（大）橋  京都 fuji06977 

泉橋    岩手 fuji36552 

泉橋    岐阜 fuji11821 

泉橋    宮城 fuji38665 

泉橋    群馬 fuji23952 

泉橋    山梨 fuji13967 

泉橋    新潟 fuji03030 

泉橋    長崎 fuji17180 

泉橋    東京 fuji37422 

泉橋    徳島 fuji15553 

泉橋    栃木 fuji13123 

泉橋    富山 fuji07853 

泉橋    福井 fuji12608 

泉橋    福岡 fuji14254 

泉橋    福島 fuji13013 

泉橋    北海 fuji43364 

泉橋（泉川橋） 京都 fuji00026 

泉橋（木津橋） 京都 fuji09411 

泉橋跨線橋 茨城 fuji24873 

泉原橋   岡山 fuji17048 

泉跨線橋  北海 fuji45098 

泉口橋   宮城 fuji50366 

泉崎橋   沖縄 fuji00636 

泉崎橋   秋田 fuji32779 

泉作橋   福井 fuji35755 

泉小松橋  北海 fuji42830 

泉翠橋   北海 fuji19944 

泉翠橋（←川上橋）  

北海 fuji16979 

泉正橋   富山 fuji24003 

泉川橋   高知 fuji50800 

泉川橋   山形 fuji04958 

泉川橋   山口 fuji22157 

泉川橋   福島 fuji42706 

泉川橋（泉橋） 京都 fuji00026 

泉帯橋   鹿児 fuji29719 
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泉大橋   宮城 fuji53258 

泉大橋   京都 fuji32484 

泉沢橋   群馬 fuji18048 

泉沢橋   秋田 fuji47776 

泉沢橋   長野 fuji11738 

泉谷橋   徳島 fuji23264 

泉田橋   山形 fuji03274 

泉田橋   新潟 fuji02924 

泉田川橋  山形 fuji09902 

泉田川橋  千葉 fuji12884 

泉島橋   新潟 fuji38421 

泉福寺橋  山口 fuji43001 

泉野橋   青森 fuji02469 

泉里橋   北海 fuji53552 

浅ケ瀬橋  福井 fuji42915 

浅井橋   鹿児 fuji10889 

浅井橋   鳥取 fuji04408 

浅井橋   栃木 fuji09090 

浅井沢橋  埼玉 fuji53285 

浅井野橋  鹿児 fuji13256 

浅科橋（中津橋）  

長野 fuji06950 

浅海井橋  大分 fuji14217 

浅茅野橋  北海 fuji51103 

浅間橋   愛知 fuji10578 

浅間橋   群馬 fuji43674 

浅間橋   埼玉 fuji47809 

浅間橋   神奈 fuji20072 

浅間橋   千葉 fuji22456 

浅間橋   長野 fuji02003 

浅間川橋  埼玉 fuji08325 

浅岸橋   岩手 fuji31767 

浅見川橋  福島 fuji38071 

浅原橋   群馬 fuji04119 

浅原橋   山梨 fuji01998 

浅香橋   大阪 fuji10584 

浅香川橋  大阪 fuji21185 

浅山下橋  神奈 fuji51429 

浅山橋   神奈 fuji20070 

浅所跨線橋 青森 fuji49932 

浅沼陸橋  栃木 fuji48509 

浅水橋   岐阜 fuji06854 

浅水橋   青森 fuji02466 

浅水川橋  福井 fuji07468 

浅水大橋  岐阜 fuji45655 

浅瀬橋   熊本 fuji48605 

浅瀬橋   北海 fuji52041 

浅瀬石橋  青森 fuji02945 

浅瀬石川橋（千歳橋）  

青森 fuji25876 

浅瀬石大橋 青森 fuji03165 

浅瀬川橋  北海 fuji22828 

浅瀬淵橋  青森 fuji03769 

浅川橋   愛媛 fuji09608 

浅川橋   山梨 fuji13559 

浅川橋   大阪 fuji02427 

浅川橋   長野 fuji14549 

浅川橋   東京 fuji05694 

浅草河岸橋 東京 fuji22945 

浅草橋   大分 fuji49888 

浅草橋   東京 fuji00271 

浅草橋架道橋 東京 fuji23714 

浅村橋   北海 fuji53573 

浅地川橋  山口 fuji14408 

浅津橋   香川 fuji14263 

浅津川橋  香川 fuji12933 

浅田橋   沖縄 fuji35638 

浅田川橋  山口 fuji17356 

浅辺橋   愛媛 fuji40299 

浅霧橋   岐阜 fuji32433 

浅野川橋  石川 fuji07996 

浅野川大橋（轟の橋）  

石川 fuji00140 

浅利橋   山梨 fuji52352 

浅六ツ橋  福井 fuji10991 

洗井橋   鳥取 fuji47181 

洗井川橋  香川 fuji20533 

洗堰橋   滋賀 fuji41276 

洗橋    宮崎 fuji10016 

洗橋    栃木 fuji39002 

洗玉橋   福岡 fuji03189 

洗心橋   鹿児 fuji14436 

洗心橋   兵庫 fuji08875 

洗切橋   長崎 fuji02845 

洗川橋   鳥取 fuji04590 

洗沢橋   宮城 fuji03251 

洗沢橋   山形 fuji08794 

洗沢川橋  山形 fuji39336 

洗谷橋   広島 fuji38035 

洗馬橋   熊本 fuji02859 

洗馬橋（船場橋）  

熊本 fuji21514 

染井橋   東京 fuji09591 

染橋    福岡 fuji23282 

染種橋   大阪 fuji47354 

染川橋   千葉 fuji13849 

染退古川橋 北海 fuji24649 

染退川橋  北海 fuji24648 

染谷橋   宮城 fuji02272 

染野橋   宮崎 fuji35086 

染矢橋   大分 fuji52230 

潜水橋   宮崎 fuji42655 

船曳橋     fuji17263 

船越橋   愛媛 fuji46606 

船越橋   広島 fuji46737 

船越橋   鹿児 fuji17195 

船越橋   秋田 fuji13625 

船岡架道橋 秋田 fuji16183 

船岡橋   宮城 fuji15984 

船岡橋   秋田 fuji46911 

船岡橋   鳥取 fuji35689 

船岡橋（→青柳橋）  

青森 fuji06085 

船岡川橋  秋田 fuji09897 

船岡大橋  宮城 fuji27390 

船河原橋  東京 fuji01964 

船久橋   鳥取 fuji04719 

船橋    岡山 fuji18687 

船橋    宮城 fuji09299 

船橋    青森 fuji03755 

船橋    長野 fuji06513 

船橋    東京 fuji39480 

船橋（→麒麟橋）  

新潟 fuji05109 

船橋架道橋 福島 fuji46125 

船橋川橋  大阪 fuji23011 

船形橋   愛媛 fuji37778 

船形橋   山形 fuji03168 

船見橋   愛媛 fuji15127 

船見橋   東京 fuji03862 

船原橋   香川 fuji35071 

船原二号橋 香川 fuji50299 

船戸橋   愛媛 fuji36812 

船戸橋   京都 fuji33672 

船戸橋   高知 fuji27361 

船戸橋   鹿児 fuji24414 

船戸橋   徳島 fuji16519 

船戸橋   兵庫 fuji38475 

船戸川橋  愛媛 fuji21807 

船戸川橋  群馬 fuji17266 

船戸川橋  高知 fuji25781 

船戸大橋  千葉 fuji44471 

船江橋   熊本 fuji45531 

船行橋   鹿児 fuji40157 

船国橋（→青柳橋）  

青森 fuji32316 

船山橋   山梨 fuji24331 

船山川橋  山梨 fuji27252 

船子橋   神奈 fuji34691 

船子第一高架橋  

神奈 fuji53426 

船子第二高架橋  

神奈 fuji53427 

船止橋   山形 fuji11690 

船出橋   大阪 fuji20157 

船小屋橋  福岡 fuji20906 

船上山橋  鳥取 fuji44577 

船場橋   茨城 fuji27718 

船場橋   熊本 fuji01561 

船場橋   青森 fuji03493 

船場橋   大分 fuji03113 

船場橋   鳥取 fuji47916 

船場橋   徳島 fuji12164 

船場橋（洗馬橋）  

熊本 fuji21514 

船瀬橋   鹿児 fuji15885 

船倉橋（船蔵橋）  

愛知 fuji53827 

船沢橋   静岡 fuji32159 

船谷橋   徳島 fuji15946 

船町橋   宮城 fuji00270 

船町橋   山形 fuji26853 

船町橋   大阪 fuji04400 

船町橋   兵庫 fuji09320 

船津橋   岐阜 fuji33624 

船津橋   山口 fuji32402 

船津橋   大阪 fuji04399 

船津橋   長崎 fuji05091 

船津橋   福岡 fuji35956 

船津橋（大橋） 山口 fuji01265 

船津橋（霊台橋）  

熊本 fuji01286 

船津川橋  栃木 fuji13360 

船津避溢橋 三重 fuji43855 

船田橋   岩手 fuji18740 

船田橋   福岡 fuji28043 

船渡橋   宮崎 fuji30638 

船渡橋   山口 fuji33407 

船渡谷橋  富山 fuji27513 

船入橋   広島 fuji16798 

船入橋   長野 fuji06944 

船入川橋  岡山 fuji06316 

船入川橋  滋賀 fuji25055 

船迫橋   鹿児 fuji24576 

船板橋   大分 fuji28383 

船平橋     fuji29016 

船穂橋（中橋） 岡山 fuji05324 

船方橋   愛知 fuji29677 

船堀橋   東京 fuji17088 

船堀小橋  東京 fuji17086 

船木橋   広島 fuji25489 

船木橋   三重 fuji09222 

船木橋   秋田 fuji36816 

船木橋   東京 fuji21929 

船木大橋  山口 fuji28006 

船路橋   東京 fuji17083 

船杁橋   愛知 fuji44111 

薦原橋   長野 fuji03894 

薦神社呉橋 大分 fuji01371 

薦生橋   三重 fuji15868 

賎ケ岳橋  滋賀 fuji51457 

銭亀橋   茨城 fuji00171 

銭見橋   埼玉 fuji26909 

銭取橋   広島 fuji24390 

銭取橋   滋賀 fuji15548 

銭神橋   岩手 fuji40819 

銭神橋   群馬 fuji28840 

銭瓶橋   茨城 fuji02919 

銭瓶橋   熊本 fuji14742 

銭瓶橋   東京 fuji01941 

銭瓶町橋高架橋  

東京 fuji17730 

銭瓶町高架 東京 fuji11519 

銭淵橋   大分 fuji21724 

銭凾橋   北海 fuji24514 

前ケ崎跨線橋 千葉 fuji53035 

前の下橋  和歌 fuji27056 

前の橋   岐阜 fuji43213 

前ノ川橋   愛知 fuji08093 

前ノ川橋   沖縄 fuji10154 

前ノ川橋   高知 fuji17377 

前の沢橋  群馬 fuji40506 

前沖橋   岡山 fuji24125 

前屋橋   茨城 fuji50538 

前河原橋  埼玉 fuji47663 

前河原橋  福島 fuji08452 

前岳橋   長崎 fuji16100 

前関堀橋  東京 fuji19684 

前鬼橋   奈良 fuji24551 

前橋    愛知 fuji06051 

前橋    岐阜 fuji19114 

前橋    宮城 fuji02484 

前橋    山梨 fuji51445 

前橋    長崎 fuji29718 

前橋    鳥取 fuji39371 

前橋    兵庫 fuji08879 

前橋    和歌 fuji10276 

前橋陸橋  群馬 fuji45130 

前郷橋   岩手 fuji41836 

前原１１号橋 熊本 fuji18881 

前原橋   広島 fuji47937 

前向橋   岐阜 fuji53084 

前坂橋   岩手 fuji35026 

前坂橋   福井 fuji30395 

前山橋   秋田 fuji49063 

前山橋   神奈 fuji23996 

前山新橋  秋田 fuji46919 

前芝大橋  愛知 fuji39075 

前城橋   静岡 fuji46948 

前神橋   岡山 fuji08599 

前川橋   愛知 fuji15587 

前川橋   愛媛 fuji51482 

前川橋   岐阜 fuji34927 

前川橋   熊本 fuji07800 

前川橋   香川 fuji20535 

前川橋   高知 fuji37483 

前川橋   埼玉 fuji32788 

前川橋   三重 fuji30278 

前川橋   滋賀 fuji07908 

前川橋   鹿児 fuji12955 

前川橋   新潟 fuji45321 

前川橋   神奈 fuji38416 

前川橋   石川 fuji00879 

前川橋   千葉 fuji22271 

前川橋   長野 fuji06509 

前川橋   鳥取 fuji09594 

前川橋   東京 fuji28358 

前川橋   徳島 fuji01889 

前川橋   富山 fuji38934 

前川橋   福島 fuji06035 

前川橋   和歌 fuji27303 

前川原橋  福岡 fuji03736 

前川原橋  福島 fuji13948 

前川水路橋 長野 fuji18493 

前川大橋  山形 fuji51936 

前川大橋  兵庫 fuji37132 

前川渡大橋 長野 fuji52310 

前川内橋  福岡 fuji01613 
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前倉橋   新潟 fuji34279 

前沢橋   長野 fuji06942 

前沢川橋  長野 fuji15540 

前谷橋   岐阜 fuji22313 

前谷橋   徳島 fuji43007 

前谷地一号橋 秋田 fuji50524 

前町橋   鹿児 fuji48601 

前津橋   東京 fuji31527 

前田架道橋 京都 fuji20134 

前田架道橋 兵庫 fuji18114 

前田橋   愛知 fuji32379 

前田橋   岡山 fuji14967 

前田橋   沖縄 fuji09466 

前田橋   宮崎 fuji00669 

前田橋   熊本 fuji01097 

前田橋   香川 fuji27095 

前田橋   三重 fuji06169 

前田橋   山梨 fuji40555 

前田橋   鹿児 fuji20549 

前田橋   新潟 fuji18087 

前田橋   長崎 fuji32739 

前田橋   長野 fuji03889 

前田橋   鳥取 fuji52180 

前田橋   島根 fuji27975 

前田橋   福岡 fuji41898 

前田橋   兵庫 fuji23424 

前田橋   和歌 fuji35813 

前田橋(枚田橋)  

神奈 fuji08823 

前田三号橋 秋田 fuji51927 

前田川橋  岡山 fuji06318 

前田川橋  鹿児 fuji18729 

前田川橋  新潟 fuji12488 

前田川橋  福島 fuji43559 

前田野目橋 青森 fuji24836 

前島橋   新潟 fuji07494 

前島橋（青木橋）  

宮崎 fuji17752 

前島橋（天草四号橋）  

熊本 fuji48643 

前島大橋（→深谷橋）  

三重 fuji23551 

前嶋橋   兵庫 fuji36613 

前之宮避溢橋 京都 fuji20135 

前之浜橋  鹿児 fuji25805 

前波橋   山形 fuji13007 

前迫橋   広島 fuji31943 

前畑橋   宮崎 fuji41593 

前堀橋（→下の橋）  

岩手 fuji15567 

前明石橋  山形 fuji23385 

前野橋   山形 fuji29638 

前良橋   沖縄 fuji36147 

善願橋   新潟 fuji19768 

善光院橋  鳥取 fuji29781 

善光寺橋  宮城 fuji03814 

善光寺橋  新潟 fuji44320 

善行上橋  神奈 fuji33198 

善左衛門橋 佐賀 fuji00815 

善住寺橋  長崎 fuji50129 

善太橋   愛知 fuji24042 

善地大橋（←愛宕橋）  

群馬 fuji33614 

善導寺橋  福岡 fuji22417 

善導寺山橋 福岡 fuji40309 

善徳橋   徳島 fuji16520 

善入寺川橋 徳島 fuji10004 

善任寺橋  愛知 fuji41723 

善夫橋   愛知 fuji39365 

善福寺川橋 東京 fuji49817 

善福寺流橋 東京 fuji05690 

善明橋   愛知 fuji52612 

善明寺橋  兵庫 fuji15148 

然別橋   北海 fuji46259 

全橋    宮城 fuji02724 

全通橋   岡山 fuji08271 

禅海橋   大分 fuji47979 

禅馬一之橋 神奈 fuji41376 

禅馬三之橋 神奈 fuji40220 

禅馬人道橋 神奈 fuji47085 

膳棚水路橋 栃木 fuji15855 

 

… ソ … 
 

曾根崎架道橋 佐賀 fuji29994 

曾保谷橋  岡山 fuji34613 

曽我井橋  兵庫 fuji22365 

曽我川橋  奈良 fuji21234 

曽我谷橋  京都 fuji34433 

曽我谷橋  徳島 fuji39552 

曽江谷橋  徳島 fuji24644 

曽根架道橋 岡山 fuji16793 

曽根崎高架橋 大阪 fuji53688 

曽根天満宮の石橋  

兵庫 fuji00671 

曽根田橋（中橋）  

三重 fuji28185 

曽山峯橋  長野 fuji14355 

曽場の吊橋 秋田 fuji37615 

曽青橋   福島 fuji28575 

曽束大橋  京都 fuji44757 

曽庭橋（←三渡橋）  

島根 fuji28736 

曽木橋   宮崎 fuji30710 

曽木水路橋 鹿児 fuji10194 

曽木大橋  鹿児 fuji42476 

曽利郷橋  東京 fuji26263 

楚々木橋  福島 fuji35129 

疏水橋   京都 fuji19927 

疏水広尾橋 京都 fuji12547 

疏水水管橋 京都 fuji07031 

疎水橋   栃木 fuji10188 

祖ケ谷橋  富山 fuji22055 

祖山橋   富山 fuji12348 

祖谷街道橋 徳島 fuji26678 

祖谷渓大橋 徳島 fuji48604 

祖谷大橋  徳島 fuji37913 

祖父川橋  滋賀 fuji43862 

祖父谷橋  富山 fuji49522 

祖母ケ河内橋 山口 fuji16558 

祖母谷橋  富山 fuji50119 

粗面沢橋  北海 fuji43741 

蘇我跨線橋 千葉 fuji37970 

蘇牛橋   北海 fuji45221 

蘇水峡橋（木曽川橋）  

岐阜 fuji33603 

蘇陽橋   熊本 fuji47975 

阻場沢橋  東京 fuji26459 

鼠ケ関川橋  山形 fuji16696 

鼠ケ関避溢橋 山形 fuji16992 

鼠橋    長野 fuji02025 

鼠穴橋   長野 fuji17096 

僧海田橋  宮城 fuji46100 

僧都橋（→城辺大橋）  

愛媛 fuji07939 

創成橋（←土橋）  

北海 fuji01783 

創成川橋  北海 fuji04042 

双ツ沢橋  長野 fuji40387 

双ツ島橋  茨城 fuji40365 

双雲別橋  北海 fuji45490 

双観橋   兵庫 fuji05794 

双岩橋   北海 fuji36310 

双月跨道橋 山形 fuji51627 

双子橋   群馬 fuji53018 

双子高架橋   fuji45675 

双珠別橋  北海 fuji12097 

双珠別四号橋 北海 fuji36981 

双星橋   北海 fuji41036 

双川橋   北海 fuji43735 

双田橋   山梨 fuji43102 

双柳橋   新潟 fuji37327 

双葉橋   大阪 fuji53950 

双葉橋   北海 fuji42073 

双流橋   東京 fuji41217 

双竜の滝橋 神奈 fuji16224 

双竜橋   神奈 fuji39223 

双龍橋（かどや橋）  

静岡 fuji03051 

倉ケ崎橋  鹿児 fuji24209 

倉の沢橋  岩手 fuji30376 

倉園橋   鹿児 fuji15035 

倉峡橋   愛媛 fuji37277 

倉見高架橋 山梨 fuji52555 

倉子橋   山口 fuji30233 

倉治橋   大阪 fuji52946 

倉手橋   秋田 fuji37188 

倉沼大橋  北海 fuji38370 

倉前橋（←十七番橋）  

北海 fuji51905 

倉沢橋   山形 fuji08519 

倉沢橋   東京 fuji31352 

倉沢橋一号橋 群馬 fuji32784 

倉沢橋二号橋 群馬 fuji32785 

倉谷橋   三重 fuji18504 

倉谷橋   大分 fuji44377 

倉谷橋   鳥取 fuji34808 

倉地川橋  長崎 fuji04227 

倉津川橋  山形 fuji45253 

倉尾橋   徳島 fuji16027 

倉敷川橋  岡山 fuji11663 

倉部橋   三重 fuji42754 

倉本架道橋 宮城 fuji50515 

倉本橋   長崎 fuji18154 

倉目谷橋  徳島 fuji18135 

倉野橋   鹿児 fuji34791 

倉渕橋   長崎 fuji15013 

壮丹一号橋 北海 fuji37534 

壮丹三号橋 北海 fuji41825 

壮丹二号橋 北海 fuji44682 

壮土橋   北海 fuji53230 

壮瞥橋   北海 fuji48201 

層雲橋   北海 fuji44847 

惣よん橋  佐賀 fuji22588 

惣郷川橋  山口 fuji25249 

惣四郎川橋 滋賀 fuji45760 

惣兵衛橋  愛知 fuji45743 

惣門橋   岐阜 fuji40249 

惣領橋   熊本 fuji04242 

惣領橋   神奈 fuji52545 

想影橋   富山 fuji24481 

掃除橋   東京 fuji19040 

掃部橋   東京 fuji01966 

操橋    栃木 fuji13751 

早運橋   新潟 fuji05511 

早雲内橋  北海 fuji47751 

早乙女橋  福島 fuji36016 

早宮橋   東京 fuji47827 

早月橋   富山 fuji05864 

早月川橋  富山 fuji10927 

早月大橋  富山 fuji42406 

早見橋   福岡 fuji51334 

早戸橋   茨城 fuji23939 

早口橋   秋田 fuji02738 

早口川橋  秋田 fuji08674 

早向橋    fuji32743 

早出橋   新潟 fuji07166 

早出川橋  新潟 fuji11622 

早鐘眼鐘橋 福岡 fuji00407 

早瀬橋   岩手 fuji17418 

早瀬橋   三重 fuji30489 

早瀬橋   新潟 fuji28171 

早瀬橋   静岡 fuji25731 

早瀬川橋  岩手 fuji13813 

早瀬川橋  北海 fuji20974 

早川堰橋  神奈 fuji16222 

早川橋   群馬 fuji05614 

早川橋   山梨 fuji08254 

早川橋   神奈 fuji06710 

早川橋   北海 fuji39173 

早川橋（→原野大橋）  

新潟 fuji06638 

早川橋（出山の鉄橋）  

神奈 fuji15052 

早川四号橋 北海 fuji49732 

早川大橋  山梨 fuji36103 

早川田橋（→渡良瀬大橋）  

群馬 fuji25530 

早川田避溢橋 群馬 fuji13368 

早川避溢橋 新潟 fuji47282 

早田橋   広島 fuji42447 

早田橋   山形 fuji25663 

早田川橋  山形 fuji16697 

早田陸橋  山形 fuji42291 

早日渡橋  宮崎 fuji32456 

早苗橋   北海 fuji38083 

早苗川橋  山形 fuji14874 

早苗別橋  北海 fuji46844 

早淵高架橋 神奈 fuji46935 

早米来橋  福岡 fuji10233 

早来橋   北海 fuji36674 

早鈴橋   宮崎 fuji53724 

巣鴨駅構内跨線橋  

東京 fuji14842 

巣鴨橋   東京 fuji09565 

巣久里橋  静岡 fuji22986 

巣合下の橋 岩手 fuji37181 

巣合下橋  岩手 fuji51215 

巣山川橋  愛知 fuji21159 

槍の柄橋  熊本 fuji28055 

相ケ谷橋  三重 fuji34720 

相ケ谷比橋  三重 fuji36736 

相逢橋   熊本 fuji09184 

相浦橋   長崎 fuji10376 

相可跨線橋 三重 fuji43620 

相賀橋   三重 fuji05283 

相賀川橋  和歌 fuji30047 

相賀避溢橋 三重 fuji43618 

相間川橋  群馬 fuji06040 

相間川橋  高知 fuji49395 

相吉橋   群馬 fuji40367 

相月橋   静岡 fuji28366 

相見橋   山形 fuji41353 

相見川橋  愛知 fuji05413 

相原橋   鹿児 fuji19748 

相合橋   三重 fuji16474 

相合橋   大阪 fuji03338 

相合橋   長崎 fuji39294 

相合橋   長野 fuji02807 

相坂橋   青森 fuji02462 

相坂橋   兵庫 fuji32255 

相坂川橋  青森 fuji02441 

相寺院橋  茨城 fuji12588 

相沼橋   北海 fuji34812 

相沼内川橋 北海 fuji05466 

相乗橋   青森 fuji31494 

相乗沢川橋 青森 fuji08298 

相場橋   三重 fuji17566 



 ８７ 

相瀬橋   和歌 fuji24471 

相星橋   鹿児 fuji24574 

相生橋   岩手 fuji27795 

相生橋   宮崎 fuji36071 

相生橋   宮城 fuji34664 

相生橋   京都 fuji09412 

相生橋   群馬 fuji13029 

相生橋   佐賀 fuji04421 

相生橋   埼玉 fuji40509 

相生橋   三重 fuji06173 

相生橋   山形 fuji02886 

相生橋   新潟 fuji39737 

相生橋   静岡 fuji18095 

相生橋   大分 fuji04256 

相生橋   長崎 fuji12978 

相生橋   島根 fuji28737 

相生橋   徳島 fuji07331 

相生橋   栃木 fuji23940 

相生橋   兵庫 fuji02649 

相生橋   北海 fuji41045 

相生橋（←水口橋）  

広島 fuji07522 

相生橋（←大鰐橋）  

青森 fuji03753 

相生橋（小橋） 東京 fuji18587 

相生橋（大橋） 東京 fuji18530 

相生橋（東・西）  

広島 fuji03091 

相生橋（藤田眼鐘橋）  

熊本 fuji01105 

相生橋（米倉橋）  

岡山 fuji06555 

相生橋？（裾花橋）  

長野 fuji35440 

相生跨線橋 兵庫 fuji05749 

相生小橋  兵庫 fuji16933 

相生川橋  山形 fuji03169 

相生川橋  北海 fuji53216 

相川橋   岐阜 fuji17555 

相川橋   宮城 fuji42845 

相川橋   宮城 fuji46293 

相川橋   三重 fuji03329 

相川橋   新潟 fuji19134 

相川橋   徳島 fuji20760 

相川橋   北海 fuji51142 

相川口橋  新潟 fuji19368 

相川第一橋 宮城 fuji45898 

相川第五橋 宮城 fuji45900 

相川第三橋 宮城 fuji45899 

相川第四橋 宮城 fuji46543 

相川第二橋 宮城 fuji46542 

相川第六橋 宮城 fuji45901 

相川二号橋 北海 fuji40694 

相染跨線橋 秋田 fuji48722 

相曽浦橋  東京 fuji00964 

相走橋   愛知 fuji50959 

相沢橋   群馬 fuji42879 

相谷橋   三重 fuji51299 

相谷橋   奈良 fuji35802 

相内橋   青森 fuji28551 

相内通架道橋 青森 fuji51907 

相馬橋   北海 fuji47602 

相武台跨線橋 神奈 fuji33818 

相文橋   岡山 fuji06061 

相明橋   静岡 fuji09971 

相模橋   神奈 fuji10925 

相模湖高架橋 神奈 fuji52628 

相模小橋  神奈 fuji48905 

相模川橋  滋賀 fuji13053 

相模川橋  神奈 fuji00056 

相模大橋（旧・相模橋）  

神奈 fuji12803 

相模鉄道跨線道路橋  

神奈 fuji15864 

相木橋   広島 fuji24157 

相木橋   長野 fuji14064 

相木川橋  長野 fuji15096 

相野木川橋 山口 fuji14918 

相里３号橋  岩手 fuji52772 

相良橋   熊本 fuji25624 

相良橋   静岡 fuji36157 

総社橋   岡山 fuji21466 

総社橋   群馬 fuji10486 

総社跨線橋 岡山 fuji45789 

総社跨線橋 群馬 fuji53190 

総兵衛橋  愛知 fuji06624 

総門橋   愛媛 fuji28777 

総門橋   岡山 fuji30735 

草ケ谷橋  静岡 fuji36411 

草加高架橋 埼玉 fuji49545 

草間大橋  長野 fuji37338 

草原橋   鹿児 fuji50838 

草戸大橋  広島 fuji24643 

草場橋   福岡 fuji03160 

草生津川橋 秋田 fuji34888 

草津橋   広島 fuji29316 

草津跨線橋 滋賀 fuji43867 

草津川橋  滋賀 fuji26076 

草津川第一高架橋  

滋賀 fuji43997 

草津川第二避溢橋  

滋賀 fuji43996 

草津線跨線橋 滋賀 fuji43864 

草津避溢橋 滋賀 fuji43998 

草田川橋  山形 fuji15085 

草湯橋   長野 fuji33907 

草薙橋   新潟 fuji46348 

草薙橋   静岡 fuji21410 

草別橋   北海 fuji52736 

草木橋   愛媛 fuji44624 

草木橋   北海 fuji40946 

草木沢橋  東京 fuji24583 

草野橋   大阪 fuji26084 

草野川橋  滋賀 fuji05551 

草履ぬぎ橋（ぢょんぬぎ橋） 

千葉 fuji25977 

荘内跨線橋 岡山 fuji41113 

荘野橋   鹿児 fuji09825 

蒼雲橋   北海 fuji39852 

蒼社橋   愛媛 fuji11461 

蒼社川橋  愛媛 fuji17363 

蒼滝橋   三重 fuji25352 

藻塩橋   東京 fuji14038 

藻塩橋（芝浦第四鉄橋）  

東京 fuji16853 

藻岩橋（旧） 北海 fuji03745 

藻興部橋  北海 fuji35278 

藻興部川橋 北海 fuji15726 

藻琴橋   北海 fuji44994 

藻琴跨線橋 北海 fuji49916 

藻琴川橋  北海 fuji01504 

藻散布橋  北海 fuji05457 

藻汐橋   神奈 fuji21130 

藻瀬狩橋  北海 fuji45091 

藻川橋   兵庫 fuji15348 

藻川水管橋 兵庫 fuji43166 

藻南学園橋 北海 fuji31843 

藻南橋   北海 fuji32488 

藻別橋   北海 fuji01910 

藻鼈川橋  北海 fuji15722 

走井橋   滋賀 fuji00115 

走井大橋  大阪 fuji44559 

走場橋   山梨 fuji50003 

走湯橋   宮崎 fuji47742 

鎗溝橋   東京 fuji23720 

鎗溝橋   東京 fuji46151 

霜ケ原橋  滋賀 fuji32835 

霜下橋   神奈 fuji20709 

霜月田橋  鹿児 fuji19186 

霜出橋   鹿児 fuji46516 

霜田橋   東京 fuji20045 

増井橋   大阪 fuji19427 

増山大橋  富山 fuji50700 

増子川橋  新潟 fuji17293 

増川橋   青森 fuji07337 

増田橋   宮城 fuji24845 

増田橋   滋賀 fuji07919 

増田橋   千葉 fuji34397 

増田跨線橋 島根 fuji45459 

増田川橋  宮城 fuji45592 

増田入橋  東京 fuji23989 

増島橋   大阪 fuji27171 

増任橋   富山 fuji26945 

増穂橋（坪川橋）  

山梨 fuji02130 

増幌橋   北海 fuji37066 

蔵栄橋   兵庫 fuji27298 

蔵園橋   大分 fuji29350 

蔵王橋   山形 fuji44448 

蔵王橋   新潟 fuji27545 

蔵館跨線橋 青森 fuji45103 

蔵向橋   福井 fuji50707 

蔵春橋   佐賀 fuji23291 

蔵所橋   愛知 fuji19554 

蔵人橋   大阪 fuji43714 

蔵人高架橋 大阪 fuji44021 

蔵前橋   愛知 fuji40408 

蔵前橋   宮城 fuji25898 

蔵前橋   東京 fuji19105 

蔵造川水路橋 長野 fuji10412 

蔵多橋   鹿児 fuji46021 

蔵谷橋   徳島 fuji48425 

蔵内橋   鳥取 fuji05908 

蔵波川橋  千葉 fuji12473 

蔵本橋   福岡 fuji47547 

蔵木橋   北海 fuji50625 

造兵廠陸橋 大阪 fuji23807 

促谷橋   滋賀 fuji42433 

側川橋   大阪 fuji12703 

側線跨線橋 東京 fuji09966 

則元橋   岡山 fuji05932 

則松橋   福岡 fuji37150 

則之内橋  愛媛 fuji42782 

則武架道橋 愛知 fuji28412 

息長橋   滋賀 fuji07924 

足（芦）谷川橋（→打除鉄橋） 

愛媛 fuji06804 

足ケ瀬橋  岩手 fuji39453 

足羽橋   福井 fuji42033 

足羽川橋  福井 fuji07469 

足寄橋   北海 fuji33102 

足久保橋  静岡 fuji15176 

足見橋   岡山 fuji20234 

足古川橋  香川 fuji27200 

足子谷橋  島根 fuji34017 

足守川橋  岡山 fuji09934 

足助橋   愛知 fuji16622 

足助大橋  愛知 fuji03618 

足清水橋  宮城 fuji03241 

足洗橋   富山 fuji26013 

足駄橋   新潟 fuji44810 

足沢橋   岐阜 fuji37607 

足沢橋   山形 fuji09852 

足谷橋   島根 fuji39377 

足田川橋  山梨 fuji52124 

足渡橋（→神戸橋）  

島根 fuji23483 

足埜水橋  山形 fuji02912 

足尾橋   栃木 fuji31991 

足柄橋   神奈 fuji15632 

足野橋   山形 fuji02995 

足立橋   岡山 fuji18682 

速成橋   大分 fuji17497 

速川橋   宮崎 fuji49422 

俗位橋   大阪 fuji42484 

続命院橋  福岡 fuji25194 

卒道橋   長野 fuji04376 

袖ケ崎橋  東京 fuji22938 

袖ケ沢橋  福島 fuji48138 

袖浦橋   山形 fuji49950 

袖川橋   岩手 fuji09633 

袖島橋   広島 fuji28209 

存覚橋   富山 fuji27249 

孫四郎橋（→籔津橋）  

鳥取 fuji01146 

孫治橋   山形 fuji51785 

孫女橋   山梨 fuji41877 

孫曽江橋  秋田 fuji45250 

孫谷橋   宮崎 fuji30629 

孫六橋   群馬 fuji18749 

尊坊橋   岩手 fuji46289 

村雨橋   神奈 fuji10988 

村岡橋（荒川大橋）  

埼玉 fuji04126 

村下橋   山形 fuji46310 

村下橋   福岡 fuji15496 

村界橋   北海 fuji48670 

村原橋   鹿児 fuji25223 

村国（錦）立体橋  

福井 fuji48378 

村国橋（→万代橋）  

福井 fuji02566 

村山橋   山形 fuji09349 

村山橋   山形 fuji20828 

村山橋   東京 fuji19654 

村山橋（布野橋）  

長野 fuji02390 

村山跨線橋 長野 fuji48533 

村市橋   青森 fuji06893 

村主橋   群馬 fuji29184 

村宿橋   神奈 fuji33203 

村所橋   宮崎 fuji37755 

村松軌道跨線橋  

茨城 fuji18571 

村松高架橋 静岡 fuji52599 

村上橋   鳥取 fuji45970 

村上橋   福島 fuji39910 

村上橋   北海 fuji40959 

村上橋（力石橋）  

長野 fuji10617 

村上舟橋  長野 fuji02026 

村瀬橋   岐阜 fuji18398 

村中橋   愛知 fuji43849 

村中橋   三重 fuji22533 

村中橋   山梨 fuji41927 

村中橋   新潟 fuji03473 

村中橋   東京 fuji02535 

村中橋   兵庫 fuji38326 

村中小橋  愛知 fuji42248 

村田橋   千葉 fuji28604 

村田川橋  千葉 fuji12459 

村田川橋  兵庫 fuji23425 

村北橋   岡山 fuji24132 

 

… タ … 
 

他領橋   東京 fuji32224 

多加木橋  愛知 fuji46683 



 ８８ 

多嘉橋（←高橋）  

山形 fuji03842 

多賀橋   香川 fuji45803 

多賀橋   滋賀 fuji35926 

多賀橋   大阪 fuji14962 

多賀跨線橋 滋賀 fuji44972 

多賀城橋  宮城 fuji33867 

多賀谷橋  広島 fuji06558 

多刈橋   北海 fuji49707 

多寄橋   北海 fuji42083 

多久川橋  佐賀 fuji07260 

多景橋   長崎 fuji03656 

多芸橋   岐阜 fuji26030 

多胡橋   群馬 fuji07365 

多佐エ門橋  秋田 fuji51384 

多治見橋  岐阜 fuji03613 

多治川橋  香川 fuji16802 

多治比川橋 広島 fuji47936 

多助橋   長崎 fuji01365 

多西橋   東京 fuji16304 

多々木橋  滋賀 fuji22347 

多々羅橋  滋賀 fuji15112 

多々羅川橋 徳島 fuji12921 

多々良架道橋 福岡 fuji34288 

多々良橋  岐阜 fuji51287 

多々良橋  大分 fuji34116 

多々良橋  福岡 fuji24832 

多々良沼橋 群馬 fuji10685 

多々良川架道橋  

福岡 fuji34530 

多々良川橋 群馬 fuji28452 

多田川橋  宮城 fuji02963 

多田川橋  福井 fuji14805 

多田川橋  兵庫 fuji08336 

多田川橋  北海 fuji15981 

多度橋   岐阜 fuji23413 

多度橋   三重 fuji05035 

多度志川橋 北海 fuji17238 

多度津東跨線橋  

香川 fuji45801 

多聞橋   新潟 fuji02558 

多聞橋   大阪 fuji27033 

多聞坊橋  岩手 fuji09704 

多摩河原水道橋 

 東京 fuji50901 

多摩橋   東京 fuji18055 

多摩水道橋 東京 fuji33653 

多摩川横断水管橋  

東京 fuji52298 

多摩川橋  神奈 fuji20864 

多摩川橋  東京 fuji15278 

多摩川原橋 東京 fuji26777 

多摩川大橋 東京 fuji30917 

多摩川避溢橋 東京 fuji05693 

多摩大橋（福栗橋）  

東京 fuji18343 

多茂木橋  秋田 fuji43786 

多木橋   宮崎 fuji53921 

多野橋   群馬 fuji48741 

多羅多羅橋 福岡 fuji18449 

多利野橋  愛知 fuji23208 

多和橋   北海 fuji36945 

多和目橋  埼玉 fuji32083 

太井橋   神奈 fuji29214 

太井川橋  大阪 fuji35927 

太見橋   北海 fuji34638 

太古橋   兵庫 fuji39096 

太古橋（太鼓橋）  

兵庫 fuji06359 

太古良橋  奈良 fuji28713 

太鼓橋   愛知 fuji14256 

太鼓橋   愛媛 fuji17724 

太鼓橋   京都 fuji00224 

太鼓橋   山口 fuji31944 

太鼓橋   鹿児 fuji12793 

太鼓橋   神奈 fuji00051 

太鼓橋   静岡 fuji46198 

太鼓橋   大阪 fuji00969 

太鼓橋   東京 fuji00245 

太鼓橋   栃木 fuji47802 

太鼓橋   福岡 fuji00996 

太鼓橋（宮の前橋）  

長崎 fuji14733 

太鼓橋（高橋） 和歌 fuji44763 

 

太鼓橋（太古橋）  

兵庫 fuji06359 

太鼓橋（堀川橋）  

宮崎 fuji09507 

太鼓川橋  北海 fuji15969 

太鼓沢橋  山形 fuji20305 

太鼓門橋  兵庫 fuji00614 

太口川橋  新潟 fuji33139 

太左衛門橋 大阪 fuji00872 

太子橋   大阪 fuji22093 

太川橋   新潟 fuji11066 

太第二号架道橋  

千葉 fuji17867 

太池橋   岡山 fuji30952 

太田橋   岐阜 fuji18495 

太田橋   群馬 fuji25947 

太田橋   山梨 fuji52556 

太田橋   滋賀 fuji26077 

太田橋   神奈 fuji19968 

太田橋   石川 fuji49830 

太田橋   大阪 fuji39969 

太田橋   大分 fuji44370 

太田橋   長崎 fuji33051 

太田橋   東京 fuji21692 

太田橋   徳島 fuji28106 

太田橋   福井 fuji39498 

太田橋   福島 fuji08063 

太田橋   兵庫 fuji22364 

太田橋   北海 fuji33448 

太田橋   和歌 fuji08595 

太田橋（→荒神橋）  

広島 fuji07524 

太田橋（←庄川橋）  

富山 fuji08631 

太田橋（←沢田橋）  

岩手 fuji11779 

太田橋（姑射橋）  

長野 fuji02635 

太田橋通架道橋  

神奈 fuji22961 

太田口橋  高知 fuji46495 

太田切橋  長野 fuji04382 

太田川（放水路）橋  

広島 fuji43233 

太田川橋  京都 fuji45769 

太田川橋  広島 fuji05325 

太田川橋  新潟 fuji15410 

太田川橋  静岡 fuji05666 

太田川橋  大阪 fuji02412 

太田川橋  福島 fuji48501 

太田川橋  兵庫 fuji50283 

太田川橋  和歌 fuji27700 

太田川発電所水路橋  

広島 fuji20803 

太田沢橋  栃木 fuji47801 

太田二号橋 埼玉 fuji29198 

太田避溢橋 滋賀 fuji38172 

太田部橋  群馬 fuji50885 

太田用水橋 埼玉 fuji15801 

太田立体交差橋  

群馬 fuji47273 

太刀洗橋  福岡 fuji03161 

太刀別橋  北海 fuji40349 

太日大橋  岩手 fuji44426 

太尾橋   宮崎 fuji44382 

太尾上橋  神奈 fuji32939 

太美橋   富山 fuji20719 

太平橋   岐阜 fuji16390 

太平橋   三重 fuji36601 

太平橋   山形 fuji50373 

太平橋   山梨 fuji00602 

太平橋   鹿児 fuji02385 

太平橋   秋田 fuji15380 

太平橋   神奈 fuji01716 

太平橋   静岡 fuji06165 

太平橋   大阪 fuji04815 

太平橋   長崎 fuji19874 

太平橋   富山 fuji36328 

太平橋   福岡 fuji21893 

太平橋   北海 fuji28138 

太平橋（→泰平橋）  

熊本 fuji18058 

太平橋（→平和橋）  

岡山 fuji35061 

太平橋（平良橋）  

沖縄 fuji48994 

太平橋（明辰橋）  

熊本 fuji17065 

太平跨線橋 北海 fuji36159 

太平山橋  宮崎 fuji44383 

太平川橋  秋田 fuji09554 

太平東９号線橋  

北海 fuji35496 

太幌橋   北海 fuji43354 

太用寺橋  福島 fuji26861 

太陽一号橋 北海 fuji42829 

太陽橋   大阪 fuji01819 

太陽橋   北海 fuji44410 

太良橋   佐賀 fuji52225 

太郎丸橋  富山 fuji21392 

太郎丸橋  福島 fuji13023 

太郎橋   岡山 fuji21883 

太郎橋   香川 fuji47532 

太郎橋   山形 fuji37086 

太郎橋   北海 fuji40971 

太郎助橋  大阪 fuji21291 

太郎沢橋  岩手 fuji23908 

太郎淵橋  岡山 fuji24383 

太郎兵衛橋 熊本 fuji32869 

打ケ崎川橋  秋田 fuji14021 

打井川橋  高知 fuji32174 

打越橋   群馬 fuji23838 

打越橋   神奈 fuji19835 

打越橋   東京 fuji33491 

打越橋   徳島 fuji30442 

打見橋   兵庫 fuji15698 

打合橋   奈良 fuji09168 

打合橋   富山 fuji34913 

打出橋   兵庫 fuji18832 

打出陸橋  兵庫 fuji24771 

打除鉄橋←足（芦）谷川橋  

愛媛 fuji06804 

打上橋   大分 fuji01564 

打上水路橋 大分 fuji18466 

打水橋   大分 fuji48827 

打内橋   北海 fuji46880 

打尾川橋  富山 fuji42912 

打保架道橋 岐阜 fuji24976 

打保橋   岐阜 fuji24716 

打保谷橋  岐阜 fuji24717 

打梨橋   広島 fuji09441 

陀羅尼橋  新潟 fuji43100 

駄越橋   宮崎 fuji52235 

駄子内架道橋 福島 fuji46112 

駄用橋   鹿児 fuji14575 

体治橋   兵庫 fuji42973 

対影橋   長野 fuji20346 

対雁橋   北海 fuji05213 

対港橋   富山 fuji30633 

対山橋   石川 fuji10630 

対山橋   北海 fuji34655 

対翠橋   兵庫 fuji13166 

対谷橋   千葉 fuji08542 

対鶴橋   岐阜 fuji14982 

対田橋   兵庫 fuji32256 

対米橋   愛知 fuji37240 

岱野跨線橋 秋田 fuji51231 

帯雲橋   岐阜 fuji03904 

帯雲橋   兵庫 fuji02672 

帯広橋   北海 fuji05432 

帯広跨線橋（大通跨線橋）  

北海 fuji37940 

帯広川橋  北海 fuji17831 

帯江橋   愛媛 fuji32522 

帯支橋   北海 fuji32903 

帯石橋   山梨 fuji24011 

帯川橋   愛知 fuji52925 

帯川橋   長野 fuji04177 

帯川橋   北海 fuji49185 

帯富橋   北海 fuji23335 

帯無橋   長野 fuji18090 

帯里橋   北海 fuji27787 

待居橋   長野 fuji36822 

待橋    神奈 fuji32646 

待月橋   愛知 fuji34056 

待崎橋   千葉 fuji09362 

待崎川橋  千葉 fuji21062 

待場橋   千葉 fuji09363 

待恋橋   北海 fuji30018 

泰喜橋   東京 fuji21380 

泰君橋   三重 fuji38462 

泰原橋   奈良 fuji28711 

泰才橋   神奈 fuji41004 

泰山橋   北海 fuji33330 

泰仙寺橋  福岡 fuji33549 

泰斗橋   京都 fuji49325 

泰寧寺砂防堰堤橋  

群馬 fuji34674 

泰平橋   岡山 fuji11868 

泰平橋   熊本 fuji39705 

泰平橋   新潟 fuji04784 

泰平橋   石川 fuji33823 

泰平橋（←太平橋）  

熊本 fuji18058 

胎内川橋  新潟 fuji13387 

胎内避溢橋 新潟 fuji13386 

苔川橋   岐阜 fuji25703 

苔川橋   滋賀 fuji31194 

苔縄橋   兵庫 fuji09421 

苔壁橋   北海 fuji41042 

袋井橋   徳島 fuji08338 

袋橋    宮城 fuji02688 

袋橋    富山 fuji06493 

袋橋（袋町橋） 長崎 fuji00319 

袋尻川橋  鳥取 fuji16264 

袋川橋   熊本 fuji23854 

袋川橋   鳥取 fuji11653 

袋町橋（袋橋） 長崎 fuji00319 

袋町橋（第１１橋）  

長崎 fuji00319 

貸目橋   大阪 fuji35932 

鯛之田橋  熊本 fuji18459 

鯛浜橋   徳島 fuji04413 



 ８９ 

代官橋   愛知 fuji32380 

代官橋   熊本 fuji24783 

代継橋   熊本 fuji15881 

代五郎橋  新潟 fuji41518 

代辻橋   神奈 fuji50552 

代田橋   東京 fuji08803 

代畑の橋  福島 fuji09300 

代平橋   島根 fuji46448 

台ケ原橋  山梨 fuji42413 

台温泉跨線橋 岩手 fuji41495 

台橋    熊本 fuji03962 

台橋    大分 fuji33057 

台山橋   山形 fuji02917 

台城橋   長野 fuji11494 

台霧橋   大分 fuji45475 

大ケ洞橋  岐阜 fuji06164 

大の丸橋  宮崎 fuji15267 

大阿一の橋 神奈 fuji30614 

大芦橋   埼玉 fuji49454 

大安橋   兵庫 fuji18111 

大安寺橋  長野 fuji22769 

大安寺川橋 岐阜 fuji43681 

大安留橋  宮崎 fuji33434 

大庵橋   長崎 fuji03945 

大伊橋   鳥取 fuji23026 

大威徳橋  秋田 fuji42699 

大井橋   愛知 fuji18096 

大井橋   岡山 fuji27072 

大井橋   京都 fuji49323 

大井橋   香川 fuji49878 

大井橋   埼玉 fuji07305 

大井橋   三重 fuji38742 

大井橋   山口 fuji09325 

大井橋   滋賀 fuji03624 

大井橋   神奈 fuji20051 

大井橋   静岡 fuji26440 

大井橋   長野 fuji26523 

大井橋   徳島 fuji23266 

大井橋   富山 fuji18789 

大井戸橋  愛知 fuji11831 

大井跨線橋 神奈 fuji50694 

大井跨線橋 東京 fuji12889 

大井後橋  島根 fuji53120 

大井工場線跨道橋  

東京 fuji44906 

大井高架橋 東京 fuji19640 

大井根橋  滋賀 fuji09317 

大井手橋  熊本 fuji09215 

大井手橋  香川 fuji53517 

大井手橋  大分 fuji04251 

大井手橋  鳥取 fuji50598 

大井手橋  兵庫 fuji28688 

大井手橋（←第三橋）  

長崎 fuji00520 

大井手小橋 香川 fuji53518 

大井出橋  和歌 fuji33525 

大井水管橋 東京 fuji52299 

大井川橋  愛知 fuji21154 

大井川橋  沖縄 fuji10395 

大井川橋  香川 fuji48433 

大井川橋  高知 fuji26334 

大井川橋  山口 fuji21250 

大井川橋  静岡 fuji02573 

大井川橋  富山 fuji27879 

大井川橋（市代橋）  

静岡 fuji27467 

大井川橋（富士見橋）  

静岡 fuji17215 

大井川水路橋 静岡 fuji39985 

大井川船橋 静岡 fuji00229 

大井川第一橋（笹間渡橋）  

静岡 fuji22067 

大井川第三橋梁  

静岡 fuji22988 

大井川第四橋梁  

静岡 fuji22989 

大井川第二橋 静岡 fuji33669 

大井川第二橋梁  

静岡 fuji22987 

大井川第二発電所水路橋  

山口 fuji14776 

大井町跨線橋 東京 fuji36194 

大井町線跨道橋  

東京 fuji36930 

大井堀橋  東京 fuji04146 

大磯橋   兵庫 fuji25088 

大磯高架橋 神奈 fuji46934 

大一今津橋 徳島 fuji28018 

大芋台橋  秋田 fuji40353 

大羽橋   神奈 fuji35132 

大羽野橋  神奈 fuji34277 

大浦架道橋 島根 fuji14537 

大浦橋   山形 fuji49468 

大運橋   大阪 fuji15465 

大雲橋   京都 fuji07407 

大栄橋   東京 fuji02118 

大栄橋（大宮跨線橋）  

埼玉 fuji40806 

大永橋   滋賀 fuji14960 

大越船橋（→埼玉大橋）  

埼玉 fuji07618 

大越沢橋  山形 fuji29879 

大園橋（祓川眼鏡橋）  

鹿児 fuji09859 

大堰橋   山形 fuji37545 

大堰橋   秋田 fuji22874 

大堰橋（→八木大橋）  

京都 fuji11216 

大堰川橋  香川 fuji12932 

大塩橋   福島 fuji02230 

大塩沢橋  栃木 fuji37013 

大横橋   東京 fuji21108 

大王橋   宮崎 fuji31824 

大王橋   高知 fuji48442 

大王橋   鹿児 fuji21825 

大王橋   長野 fuji16056 

大王川橋  熊本 fuji17387 

大岡橋   岐阜 fuji35772 

大岡新橋  徳島 fuji40432 

大岡川橋  神奈 fuji19909 

大岡川橋  徳島 fuji19725 

大屋橋   長野 fuji00462 

大屋橋   兵庫 fuji03086 

大屋戸橋  三重 fuji15867 

大屋戸橋（天神橋）  

三重 fuji10342 

大屋戸潜水橋 三重 fuji29416 

大屋川橋  兵庫 fuji10947 

大屋敷橋  高知 fuji30291 

大屋敷橋  秋田 fuji44272 

大屋敷前橋 岩手 fuji35900 

大音琴石橋 長崎 fuji25583 

大音寺橋  島根 fuji34601 

大下橋   秋田 fuji44437 

大下橋   東京 fuji45283 

大下新道橋 山梨 fuji19773 

大加勢橋（眼鏡橋）  

佐賀 fuji18453 

大家庄橋  富山 fuji06496 

大河架道橋 埼玉 fuji25814 

大河橋   埼玉 fuji10055 

大河原橋  島根 fuji13880 

大河原橋  福岡 fuji19152 

大河原橋  福島 fuji17860 

大河原橋（鬼怒川大橋）  

茨城 fuji31284 

大河原橋（新尾形橋）  

宮城 fuji38815 

大河原跨線橋 神奈 fuji33819 

大河原大橋 京都 fuji48396 

大河津橋  新潟 fuji15579 

大河内橋  宮崎 fuji51337 

大河内橋  高知 fuji43939 

大河内橋  山口 fuji38501 

大河内橋  山梨 fuji40732 

大河内橋  静岡 fuji07233 

大河内川橋 三重 fuji25737 

大箇野排水橋 群馬 fuji21000 

大花橋   鹿児 fuji27538 

大花橋   福島 fuji50227 

大花沢橋  長野 fuji43680 

大海川橋  石川 fuji34701 

大海町橋  山口 fuji27085 

大貝橋   宮城 fuji51614 

大外羽高架橋 岐阜 fuji45524 

大鎧橋（坊寺三号橋）  

広島 fuji36433 

大垣橋   京都 fuji43477 

大垣大橋  岐阜 fuji43181 

大柿橋   岐阜 fuji46644 

大柿橋   福島 fuji25927 

大学橋   山形 fuji23108 

大楽毛橋  北海 fuji05808 

大楽毛跨線橋 北海 fuji42210 

大楽毛川橋 北海 fuji08963 

大梶架道橋 宮城 fuji44267 

大潟橋   秋田 fuji48023 

大潟橋   新潟 fuji41903 

大滑沢第二橋   fuji08307 

大釜橋   愛知 fuji03617 

大巻橋   山形 fuji29174 

大巻橋   新潟 fuji13393 

大巻橋（明鏡橋）  

山形 fuji06033 

大幹線橋  北海 fuji45017 

大歓橋   滋賀 fuji15305 

大観橋   兵庫 fuji03186 

大貫橋   茨城 fuji27230 

大貫橋   宮城 fuji25288 

大貫橋   島根 fuji52962 

大貫川橋  千葉 fuji13847 

大貫谷水路橋 神奈 fuji33137 

大還橋   岡山 fuji11864 

大間橋（数財庫橋）  

静岡 fuji04872 

大間見川橋 岐阜 fuji24339 

大間瀬橋  鹿児 fuji48847 

大間川橋  高知 fuji17370 

大間辻避溢橋 大阪 fuji02431 

大間堀橋  群馬 fuji22912 

大関橋   宮城 fuji49769 

大関橋   長野 fuji31298 

大関橋   栃木 fuji32017 

大館橋   青森 fuji36374 

大館橋（←長木川大橋）  

秋田 fuji04745 

大館跨線橋 秋田 fuji49772 

大館新橋  秋田 fuji39861 

大館大橋（←長木川大橋）  

秋田 fuji27738 

大館大橋（←長木大橋）  

秋田 fuji02739 

大丸橋   鹿児 fuji20468 

大丸太鼓橋 宮崎 fuji01292 

大岸橋   北海 fuji46847 

大岩橋   宮城 fuji31018 

大岩橋   高知 fuji21763 

大岩橋   長野 fuji06933 

大岩橋   富山 fuji26944 

大岩橋（→三朝橋）  

鳥取 fuji25830 

大岩橋（山ノ谷橋・日ノ岡十号 

橋）   京都 fuji09851 

大岩川橋  山形 fuji50222 

大願寺橋  熊本 fuji00985 

大喜橋 大  阪 fuji39944 

大喜橋   兵庫 fuji38688 

大軌乗越橋 大阪 fuji23801 

大亀橋   香川 fuji22406 

大久寺前橋 神奈 fuji16220 

大久川橋  福島 fuji35463 

大久奈橋  岡山 fuji22120 

大久保橋  沖縄 fuji25442 

大久保橋  岩手 fuji32519 

大久保橋  岩手 fuji49759 

大久保橋  近畿 fuji45513 

大久保橋  群馬 fuji32783 

大久保橋  三重 fuji37575 

大久保橋  鹿児 fuji29024 

大久保橋  神奈 fuji04770 

大久保橋  青森 fuji09342 

大久保橋  静岡 fuji44528 

大久保橋  長野 fuji04169 

大久保橋  東京 fuji22017 

大久保橋  徳島 fuji51320 

大久保橋  富山 fuji21141 

大久保橋  福井 fuji13039 

大久保自然石橋  

熊本 fuji07297 

大久保川第一橋  

宮崎 fuji14235 

大久保川第二橋  

宮崎 fuji14236 

大久保谷橋 徳島 fuji26137 

大久保陸橋 京都 fuji49327 

大宮ダム水路橋  

鳥取 fuji30009 

大宮一号橋 大阪 fuji21440 

大宮橋   愛媛 fuji19151 

大宮橋   岡山 fuji35826 

大宮橋   京都 fuji39699 

大宮橋   高知 fuji35845 

大宮橋   滋賀 fuji00114 

大宮橋   滋賀 fuji08751 

大宮橋   鹿児 fuji39309 

大宮橋   大阪 fuji21542 

大宮橋   大分 fuji32619 

大宮橋   徳島 fuji51477 

大宮橋   福島 fuji11914 

大宮橋   兵庫 fuji24094 

大宮橋（←万吉橋）  

香川 fuji17108 

大宮橋（白井橋）  

群馬 fuji01766 

大宮跨線橋 京都 fuji26655 

大宮跨線橋（大栄橋）  

埼玉 fuji40806 

大宮五号橋 大阪 fuji21444 

大宮三号橋 大阪 fuji21442 

大宮四号橋 大阪 fuji21443 

大宮七号橋 大阪 fuji21446 

大宮小橋  大阪 fuji45436 

大宮第二避溢橋（←阿曽第二 

避溢橋）  三重 fuji44112 

大宮谷橋  徳島 fuji43661 

大宮通架道橋 京都 fuji45423 

大宮二号橋 大阪 fuji21441 

大宮六号橋 大阪 fuji21445 



 ９０ 

大牛内橋  岩手 fuji43432 

大居橋   和歌 fuji48034 

大鋸橋   神奈 fuji17540 

大漁橋   富山 fuji31704 

大供軍橋  滋賀 fuji27924 

大境橋   徳島 fuji26711 

大峡橋   岐阜 fuji47855 

大橋    愛知 fuji14363 

大橋    愛媛 fuji41577 

大橋    茨城 fuji21590 

大橋    岩手 fuji16367 

大橋    京都 fuji00028 

大橋    熊本 fuji00179 

大橋    広島 fuji02182 

大橋    佐賀 fuji01201 

大橋    埼玉 fuji18756 

大橋    滋賀 fuji06863 

大橋    鹿児 fuji07245 

大橋    石川 fuji03601 

大橋    千葉 fuji09736 

大橋    大阪 fuji14258 

大橋    大分 fuji00466 

大橋    徳島 fuji26395 

大橋    栃木 fuji15117 

大橋    奈良 fuji10593 

大橋    福井 fuji14892 

大橋    福岡 fuji29339 

大橋    福島 fuji02442 

大橋    北海 fuji04934 

大橋    和歌 fuji02369 

大橋（→くろがね橋）  

長崎 fuji00249 

大橋（→永久橋）  

群馬 fuji04751 

大橋（→新湊川大橋）  

兵庫 fuji17809 

大橋（→川原町橋）  

福島 fuji13775 

大橋（→天神橋）  

高知 fuji00135 

大橋（→南郷橋）  

福島 fuji17665 

大橋（→不動橋）  

静岡 fuji00816 

大橋（→銕橋） 長崎 fuji01646 

大橋（鮎沢橋） 長野 fuji02348 

大橋（伊那大橋）  

長野 fuji04796 

大橋（岳下橋） 宮崎 fuji04460 

大橋（観蛍橋） 長野 fuji00593 

大橋（宮ケ瀬大橋）  

神奈 fuji50244 

大橋（今町） 新潟 fuji40809 

大橋（松江大橋）  

島根 fuji02179 

大橋（上多気） 三重 fuji27917 

大橋（仙台橋） 宮城 fuji00153 

大橋（仙台大橋）  

宮城 fuji06605 

大橋(千住大橋)  

東京 fuji03292 

大橋（船津橋） 山口 fuji01265 

大橋（大石田） 山形 fuji09082 

大橋（大石田大橋）  

山形 fuji21828 

大橋（大脇橋） 岐阜 fuji00670 

大橋（竹之下川橋）  

宮崎 fuji00487 

大橋（中川原橋・長井大橋） 

山形 fuji10043 

大橋（津山） 岡山 fuji31145 

大橋（堤川） 青森 fuji00396 

大橋（天龍大橋）  

長野 fuji05875 

大橋（日撫橋） 兵庫 fuji05444 

大橋（両国橋） 東京 fuji00352 

大橋（鈴鹿） 三重 fuji20362 

大橋橋   福島 fuji06693 

大橋高架橋 茨城 fuji20997 

大橋川橋  香川 fuji18918 

大橋川橋  鹿児 fuji16423 

大橋川橋  鳥取 fuji10697 

大郷橋   滋賀 fuji05285 

大郷橋   新潟 fuji27246 

大郷大橋一号橋  

宮城 fuji31278 

大郷大橋二号橋  

宮城 fuji31279 

大仰橋   三重 fuji05539 

大曲橋   岩手 fuji15983 

大曲橋   熊本 fuji30822 

大曲橋   北海 fuji41041 

大曲橋（丸子橋）  

秋田 fuji00367 

大曲橋（金谷橋）  

秋田 fuji29115 

大曲川橋  愛媛 fuji41584 

大曲大橋  秋田 fuji01378 

大玉生橋  富山 fuji28173 

大琴橋   秋田 fuji49220 

大金沢橋  福島 fuji32140 

大隅橋   福岡 fuji25185 

大串橋   高知 fuji19100 

大窪橋   宮城 fuji02495 

大窪橋   熊本 fuji01330 

大窪橋   鹿児 fuji23574 

大窪橋   福島 fuji12877 

大熊橋   福岡 fuji42488 

大熊高架  神奈 fuji47197 

大栗橋   東京 fuji25988 

大桑橋   石川 fuji26276 

大桑橋   長野 fuji12744 

大群橋   山梨 fuji52122 

大形橋   茨城 fuji27741 

大慶橋   愛知 fuji30842 

大継橋   兵庫 fuji23814 

大迎橋   三重 fuji37121 

大桁橋   福岡 fuji35072 

大穴一号橋 秋田 fuji49231 

大血川橋  埼玉 fuji44301 

大月ＩＣ橋  山梨 fuji52477 

大月橋   山梨 fuji01636 

大月橋   栃木 fuji22511 

大見橋   兵庫 fuji27959 

大見口橋  熊本 fuji09190 

大元橋   愛媛 fuji19609 

大元橋   京都 fuji51301 

大元橋   広島 fuji19001 

大元橋   高知 fuji40659 

大原橋   岡山 fuji02837 

大原橋   岐阜 fuji20596 

大原橋   香川 fuji47958 

大原橋   山口 fuji01009 

大原橋   新潟 fuji44310 

大原橋   大阪 fuji08753 

大原橋   長野 fuji23612 

大原橋   鳥取 fuji05304 

大原橋   島根 fuji47711 

大原橋   東京 fuji03559 

大原橋   奈良 fuji35212 

大原橋   福島 fuji28579 

大原橋   北海 fuji51184 

大原跨線橋 鹿児 fuji13598 

大原跨線橋 静岡 fuji35542 

大原川橋  香川 fuji20536 

大原大橋（東田橋）  

岐阜 fuji32815 

大原陸橋  東京 fuji43583 

大原立体交差橋  

東京 fuji51417 

大古井橋  岐阜 fuji42937 

大古屋橋  広島 fuji14303 

大古山橋  茨城 fuji47446 

大古殿橋  鹿児 fuji40328 

大古味橋    fuji35246 

大呼戸橋  山梨 fuji33619 

大呼戸沢橋 山梨 fuji48072 

大戸橋   徳島 fuji26428 

大戸橋   福島 fuji13016 

大戸川橋  滋賀 fuji05552 

大戸沢橋  福島 fuji34669 

大戸谷橋  宮崎 fuji42801 

大戸堀橋(下り)  

宮城 fuji05177 

大光寺橋  東京 fuji32641 

大光寺橋  栃木 fuji39001 

大口橋   岐阜 fuji04385 

大口橋   広島 fuji24153 

大口橋   山梨 fuji13968 

大口橋   神奈 fuji11141 

大口橋   神奈 fuji31636 

大口橋   石川 fuji48920 

大口橋   島根 fuji49353 

大口川橋  香川 fuji16810 

大口田水路橋 大分 fuji12389 

大向橋   岐阜 fuji43132 

大向橋（大沢橋）  

愛知 fuji06642 

大工橋（中瀬橋）  

宮城 fuji19244 

大工川橋  福島 fuji48341 

大幸橋   愛知 fuji00881 

大広橋   広島 fuji34074 

大更橋   大阪 fuji02434 

大江架道橋 滋賀 fuji33756 

大江橋   愛媛 fuji25173 

大江橋   宮城 fuji03238 

大江橋   高知 fuji46497 

大江橋   神奈 fuji01864 

大江橋   大阪 fuji02824 

大江橋   長崎 fuji26399 

大江橋   富山 fuji47834 

大江橋   北海 fuji04304 

大江橋   和歌 fuji34734 

大江橋，   大阪 fuji00449 

大江山橋  京都 fuji25060 

大江小橋  滋賀 fuji15871 

大江川橋  愛知 fuji17655 

大江川橋  鳥取 fuji15102 

大江大橋  滋賀 fuji15870 

大江第二跨道橋  

滋賀 fuji43978 

大溝橋   千葉 fuji12469 

大溝川橋  岡山 fuji20620 

大甲橋   熊本 fuji17486 

大綱橋   山形 fuji39334 

大綱橋   神奈 fuji28625 

大綱橋   長野 fuji08745 

大綱橋（綱島橋） 

 神奈 fuji00067 

大荒井船橋 福井 fuji11920 

大荒沢橋  岩手 fuji42219 

大行寺橋  福岡 fuji40308 

大行沢橋  宮城 fuji53005 

大高橋   愛媛 fuji53952 

大高橋   福島 fuji27820 

大国橋   千葉 fuji11058 

大黒橋   愛知 fuji52148 

大黒橋   愛媛 fuji19731 

大黒橋   新潟 fuji05496 

大黒橋   神奈 fuji23734 

大黒橋   大阪 fuji03337 

大黒橋   長野 fuji41532 

大黒橋   徳島 fuji52014 

大黒橋   栃木 fuji10434 

大黒橋   福岡 fuji12172 

大黒橋   北海 fuji40474 

大黒谷橋  奈良 fuji39770 

大黒矼   大分 fuji07296 

大根子橋  青森 fuji05812 

大根田小橋 宮崎 fuji32286 

大佐橋   京都 fuji36003 

大佐川橋  広島 fuji33532 

大沙川橋  滋賀 fuji32686 

大砂橋   高知 fuji43506 

大砂川橋  滋賀 fuji45960 

大座本橋  奈良 fuji28710 

大妻橋（倭橋） 長野 fuji19775 

大歳橋   三重 fuji44532 

大財橋   佐賀 fuji15891 

大坂橋   山形 fuji41355 

大坂橋   大阪 fuji00108 

大坂橋   栃木 fuji25936 

大坂橋   兵庫 fuji39882 

大阪伊丹線跨道橋  

大阪 fuji53668 

大阪駅 1・2番線橋  

大阪 fuji37131 

大阪駅場内跨線橋  

大阪 fuji06274 

大阪駅線路扛上桁  

大阪 fuji33807 

大阪橋   東京 fuji45133 

大阪橋   富山 fuji20343 

大阪橋   北海 fuji46028 

大阪桜宮間高架橋  

大阪 fuji22455 

大阪臨港線高架  

大阪 fuji20484 

大崎架道橋 東京 fuji45615 

大崎橋   愛知 fuji39074 

大崎橋   広島 fuji06626 

大崎橋   山口 fuji36357 

大崎橋   鹿児 fuji24219 

大崎橋   東京 fuji02759 

大崎跨線橋 東京 fuji14449 

大崎高架橋 東京 fuji20480 

大埼橋   群馬 fuji48506 

大山橋   愛知 fuji30841 

大山橋   広島 fuji35393 

大山橋   神奈 fuji51957 

大山橋   大分 fuji49467 

大山橋   福島 fuji28155 

大山橋   北海 fuji36695 

大山港橋  鳥取 fuji41131 

大山崎架道橋 京都 fuji44941 

大山崎橋  京都 fuji43165 

大山寺橋  鳥取 fuji38033 

大山川橋  香川 fuji20512 

大山川橋  山形 fuji35264 

大山川橋  滋賀 fuji45758 

大山塚跨線人道橋  

愛知 fuji35208 

大子橋   茨城 fuji20313 

大師橋   愛媛 fuji03939 

大師橋   広島 fuji47940 

大師橋   大分 fuji33559 

大師橋   東京 fuji29554 
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大師第１０号橋  

奈良 fuji14118 

大師第１６号橋  

奈良 fuji17733 

大師谷橋  徳島 fuji13428 

大師堂橋  山口 fuji15254 

大枝橋   沖縄 fuji00624 

大枝新橋  兵庫 fuji44572 

大氏橋   和歌 fuji35218 

大糸線跨線橋 長野 fuji42741 

大寺橋   宮城 fuji02710 

大寺橋   埼玉 fuji50680 

大寺橋   山形 fuji21329 

大持橋   山形 fuji51781 

大治橋   愛知 fuji19552 

大治田橋  三重 fuji49317 

大鹿橋   群馬 fuji04753 

大鹿橋   神奈 fuji22955 

大鹿橋   長野 fuji17020 

大鹿淵橋  長野 fuji16536 

大芝大橋  広島 fuji45793 

大社橋   三重 fuji05541 

大手橋   愛知 fuji36517 

大手橋   茨城 fuji00144 

大手橋   岩手 fuji15470 

大手橋   宮崎 fuji05955 

大手橋   京都 fuji04877 

大手橋   三重 fuji31233 

大手橋   滋賀 fuji09781 

大手橋   静岡 fuji07774 

大手橋   長崎 fuji00298 

大手橋   東京 fuji00196 

大手橋   福井 fuji01795 

大手橋   福島 fuji25237 

大手橋（→三雪橋）  

山形 fuji00180 

大手橋（→清津橋）  

新潟 fuji02332 

大手橋(←思案橋)  

大阪 fuji03629 

大手橋（←思案橋）  

大阪 fuji18439 

大手橋（←千歳橋）  

長野 fuji02408 

大手橋（富岡の石橋）  

熊本 fuji01025 

大手町橋高架橋  

東京 fuji17702 

大手平眼鐘橋 熊本 fuji01183 

大狩部橋  北海 fuji41180 

大樹橋   北海 fuji08769 

大宗橋   茨城 fuji23129 

大州橋   広島 fuji19591 

大洲橋   三重 fuji25038 

大洲橋   兵庫 fuji12624 

大洲大橋  愛媛 fuji32598 

大舟橋   秋田 fuji40354 

大舟渡川橋 岐阜 fuji20595 

大住橋   兵庫 fuji34521 

大重橋（安積橋）  

福島 fuji30027 

大出橋   新潟 fuji02791 

大出橋   静岡 fuji09146 

大出橋   北海 fuji34813 

大所橋   新潟 fuji06919 

大除一号橋 長野 fuji48782 

大勝橋   北海 fuji43389 

大将軍橋  大分 fuji36815 

大将軍橋  兵庫 fuji36120 

大小井橋  奈良 fuji41750 

大昭橋   奈良 fuji22685 

大昭八線橋 北海 fuji53580 

大松橋   岩手 fuji52055 

大松橋   徳島 fuji03735 

大松原橋  東京 fuji08544 

大松川橋  徳島 fuji18053 

大沼橋   三重 fuji32442 

大沼橋   栃木 fuji32495 

大沼橋   福島 fuji13954 

大沼跨線橋 北海 fuji52651 

大沼川橋  滋賀 fuji27287 

大渉橋   大阪 fuji03083 

大祥橋   徳島 fuji12757 

大上橋   秋田 fuji13116 

大上橋   静岡 fuji31798 

大上橋   福島 fuji39464 

大上戸橋  長崎 fuji01017 

大乗院橋  鹿児 fuji01216 

大乗寺橋  岐阜 fuji18632 

大乗寺橋  兵庫 fuji30409 

大乗川橋  大阪 fuji21180 

大城橋   福岡 fuji30200 

大城川橋  山梨 fuji39050 

大城川橋  福岡 fuji40310 

大場川橋  静岡 fuji45175 

大浄院橋  東京 fuji31891 

大尻川橋  栃木 fuji24318 

大信寺橋  京都 fuji22545 

大森橋   群馬 fuji26875 

大森橋   高知 fuji46996 

大森橋   大阪 fuji28278 

大森橋   東京 fuji17431 

大森橋   北海 fuji27788 

大森跨線橋 奈良 fuji41946 

大森新橋  宮城 fuji39907 

大深山橋  長野 fuji16052 

大深沢橋  宮城 fuji41937 

大深沢橋  青森 fuji02071 

大深沢川橋 宮城 fuji04076 

大深谷橋  福島 fuji23934 

大深入橋  福島 fuji33611 

大真橋   北海 fuji33327 

大神沢橋  福島 fuji39463 

大臣橋   千葉 fuji44307  

大進橋   北海 fuji40018 

大針橋   宮城 fuji53257 

大仁橋（狩野川大橋）  

静岡 fuji39778 

大仁田橋  岩手 fuji34148 

大須橋   広島 fuji01546 

大須郷跨線橋 秋田 fuji47057 

大吹橋   大阪 fuji19406 

大垂水橋  神奈 fuji29653 

大水戸橋  滋賀 fuji23221 

大炊橋   京都 fuji00469 

大炊橋   鳥取 fuji40129 

大杉橋   高知 fuji17684 

大杉橋   山形 fuji26852 

大杉橋   秋田 fuji50654 

大杉橋   東京 fuji41675 

大杉谷橋  岐阜 fuji45501 

大菅橋   新潟 fuji52886 

大瀬橋   宮崎 fuji06067 

大瀬橋   鹿児 fuji37507 

大瀬橋   青森 fuji47624 

大瀬橋   静岡 fuji46611 

大瀬橋   福岡 fuji07000 

大瀬子橋  愛知 fuji11428 

大瀬沢橋  宮城 fuji02982 

大成橋   愛媛 fuji52271 

大成橋   京都 fuji39526 

大成橋   埼玉 fuji23957 

大成橋   富山 fuji41007 

大成橋   北海 fuji39850 

大成跨線橋 埼玉 fuji27543 

大正橋   愛知 fuji13562 

大正橋   茨城 fuji12666 

大正橋   岩手 fuji12659 

大正橋   京都 fuji33143 

大正橋   熊本 fuji12771 

大正橋   群馬 fuji02867 

大正橋   広島 fuji16903 

大正橋   香川 fuji12985 

大正橋   高知 fuji19063 

大正橋   佐賀 fuji14572 

大正橋   三重 fuji13048 

大正橋   山形 fuji14545 

大正橋   滋賀 fuji24052 

大正橋   鹿児 fuji12992 

大正橋   新潟 fuji13721 

大正橋   青森 fuji15565 

大正橋   静岡 fuji13155 

大正橋   大阪 fuji13742 

大正橋   鳥取 fuji23824 

大正橋   東京 fuji27487 

大正橋   栃木 fuji49244 

大正橋   福井 fuji14618 

大正橋   福岡 fuji34604 

大正橋   福島 fuji20829 

大正橋（→市川新橋）  

兵庫 fuji39370 

大正橋（→滝野大橋）  

兵庫 fuji37776 

大正橋（←ヤナ橋）  

徳島 fuji10761 

大正橋（←千把園橋）  

大分 fuji12382 

大正橋（←大丹波橋）  

東京 fuji15068 

大正橋（←二郡橋）  

長野 fuji06510 

大正橋（←豊平橋）  

北海 fuji12096 

大正橋（←万世橋）  

福島 fuji09713 

大正橋（←明治橋）  

山口 fuji04840 

大正橋（新橋） 岡山 fuji02836 

大正橋（平出橋）  

長野 fuji10564 

大正寺橋  鹿児 fuji24221 

大正川橋  大阪 fuji45189 

大正大橋  広島 fuji52184 

大正通り架道橋  

東京 fuji49976 

大正用水溝橋 北海 fuji17240 

大清橋   福岡 fuji38522 

大清水橋  大分 fuji00406 

大清水川橋 長野 fuji53788 

大盛橋   秋田 fuji28243 

大聖寺川橋 石川 fuji07697 

大西橋   岐阜 fuji40101 

大西橋   宮城 fuji42842 

大西橋   高知 fuji10642 

大西橋   滋賀 fuji38854 

大西橋   徳島 fuji08339 

大西高架橋 兵庫 fuji45867 

大石橋   岩手 fuji26443 

大石橋   宮城 fuji09637 

大石橋   京都 fuji43870 

大石橋   三重 fuji28659 

大石橋   山形 fuji26592 

大石橋   山梨 fuji45951 

大石橋   青森 fuji03764 

大石橋   大分 fuji08441 

大石橋   長野 fuji23611 

大石橋   福岡 fuji24406 

大石橋   和歌 fuji07327 

大石橋（豆津橋）  

福岡 fuji08247 

大石金比羅橋 高知 fuji26331 

大石原橋  長野 fuji41525 

大石川橋  新潟 fuji24692 

大石沢橋  長野 fuji02568 

大石田大橋（大橋）  

山形 fuji09082 

大石排水路橋   fuji31178 

大赤石橋  青森 fuji30023 

大赤川橋  青森 fuji10032 

大赤沢橋  福島 fuji37198 

大節婦橋  北海 fuji37945 

大雪橋   北海 fuji38251 

大仙橋   岡山 fuji12555 

大仙橋   広島 fuji35944 

大仙波橋  埼玉 fuji53022 

大仙坊橋  広島 fuji29487 

大千瀬橋  愛知 fuji38936 

大千瀬川橋（お錦橋）  

静岡 fuji09845 

大川一号橋 宮城 fuji23103 

大川橋   愛媛 fuji19465 

大川橋   宮城 fuji31771 

大川橋   群馬 fuji01618 

大川橋   広島 fuji22574 

大川橋   香川 fuji05801 

大川橋   高知 fuji11943 

大川橋   山形 fuji20308 

大川橋   山梨 fuji41391 

大川橋   滋賀 fuji00765 

大川橋   鹿児 fuji14143 

大川橋   秋田 fuji18958 

大川橋   新潟 fuji13385 

大川橋   神奈 fuji08079 

大川橋   青森 fuji04056 

大川橋   静岡 fuji16886 

大川橋   千葉 fuji14792 

大川橋   大阪 fuji26387 

大川橋   長崎 fuji05090 

大川橋   徳島 fuji23262 

大川橋   福島 fuji04701 

大川橋   兵庫 fuji27957 

大川橋   北海 fuji02066 

大川橋（→東橋・吾妻橋）  

東京 fuji00847 

大川橋（境橋） 長野 fuji08954 

大川橋（五条大橋）  

奈良 fuji16630 

大川橋（佐賀県側は諸富橋） 

福岡 fuji35172 

大川橋（森上橋）  

愛知 fuji50958 

大川橋（藤津舟橋）  

京都 fuji09197 

大川原橋  鹿児 fuji17759 

大川戸橋  新潟 fuji44483 

大川持橋  徳島 fuji26688 

大川岱橋  秋田 fuji28566 

大川第一橋 徳島 fuji48429 

大川端橋  秋田 fuji49513 

大川島橋  鹿児 fuji16344 

大川内橋  鹿児 fuji01667 

大川内川橋 福岡 fuji36058 

大川入沢橋 福島 fuji37000 

大川鉢架道橋 岩手 fuji49055 

大川避溢橋 兵庫 fuji02163 

大川目橋  青森 fuji03204 

大扇橋   神奈 fuji29826 

大泉一号橋 北海 fuji33469 



 ９２ 

大泉河原橋 神奈 fuji33997 

大泉橋   栃木 fuji31515 

大泉橋   北海 fuji34653 

大泉橋（←荒町橋）  

山形 fuji02528 

大泉三号橋 北海 fuji33470 

大泉二号橋 北海 fuji38569 

大船越橋  長崎 fuji10164 

大船橋   三重 fuji05040 

大船橋   大阪 fuji28301 

大船川橋  青森 fuji25650 

大船川橋  北海 fuji27379 

大前橋   岩手 fuji49205 

大前橋   島根 fuji53121 

大前原橋  広島 fuji30619 

大善寺橋  福岡 fuji34769 

大善寺橋  福島 fuji48887 

大繕橋（黒川橋）  

広島 fuji32263 

大膳橋   京都 fuji04879 

大膳橋   福岡 fuji36964 

大曽根架道橋 神奈 fuji18785 

大倉橋   群馬 fuji36234 

大倉橋   大阪 fuji22181 

大倉橋   長野 fuji15545 

大倉橋   福島 fuji04696 

大倉橋   北海 fuji49027 

大倉崎舟橋 長野 fuji10616 

大倉尻橋  広島 fuji30105 

大倉川橋  宮城 fuji25596 

大倉大橋  宮城 fuji40837 

大倉沢橋  宮城 fuji35502 

大草橋   福島 fuji26855 

大草利橋  静岡 fuji34501 

大蔵（倉）橋 石川 fuji04373 

大蔵橋   三重 fuji06170 

大蔵橋   山形 fuji22746 

大蔵橋   山口 fuji27342 

大蔵橋   石川 fuji39038 

大蔵司橋  大阪 fuji28276 

大蔵司避溢橋 大阪 fuji44010 

大蔵谷橋  岐阜 fuji50911 

大束川橋  香川 fuji20641 

大足橋   長野 fuji10804 

大村堰橋  秋田 fuji15768 

大村橋   三重 fuji19143 

大多和三号橋 香川 fuji42628 

大岱橋   秋田 fuji36557 

大袋跨線橋 埼玉 fuji49604 

大代橋   宮城 fuji08142 

大代橋   静岡 fuji00248 

大代川橋  静岡 fuji19395 

大滝橋   岐阜 fuji14069 

大滝橋   秋田 fuji38272 

大滝橋   新潟 fuji47668 

大滝橋   青森 fuji41494 

大滝橋   福島 fuji14505 

大滝橋   和歌 fuji30533 

大滝橋（→白鳥橋）  

埼玉 fuji13719 

大滝橋（青蓮寺橋）  

三重 fuji50914 

大滝根川橋 福島 fuji13836 

大滝川橋  長野 fuji11235 

大滝川橋  北海 fuji45220 

大宅第一橋 京都 fuji44207 

大宅第二橋 京都 fuji44206 

大沢橋   茨城 fuji16439 

大沢橋   岐阜 fuji46368 

大沢橋   宮城 fuji03227 

大沢橋   群馬 fuji23543 

大沢橋   山梨 fuji49285 

大沢橋   滋賀 fuji28878 

大沢橋   秋田 fuji40355 

大沢橋   新潟 fuji04978 

大沢橋   神奈 fuji31787 

大沢橋   青森 fuji39691 

大沢橋   静岡 fuji29840 

大沢橋   長野 fuji11310 

大沢橋   東京 fuji23592 

大沢橋   福島 fuji08310 

大沢橋   北海 fuji43379 

大沢橋（大向橋）  

愛知 fuji06642 

大沢口橋  福島 fuji52077 

大沢川橋  群馬 fuji17273 

大沢川橋  秋田 fuji16188 

大沢川橋  長野 fuji11292 

大沢川橋  北海 fuji33787 

大沢大橋（嶽鼻橋）  

秋田 fuji31505 

大沢津橋  宮崎 fuji36540 

大沢入沢橋 福島 fuji36997 

大沢畑橋  新潟 fuji13394 

大沢野大橋 富山 fuji32431 

大沢陸橋  千葉 fuji21058 

大棚橋   埼玉 fuji44303 

大谷２号橋  福井 fuji49839 

大谷橋   愛媛 fuji14172 

大谷橋   岐阜 fuji35682 

大谷橋   宮崎 fuji05648 

大谷橋   宮城 fuji24516 

大谷橋   広島 fuji28211 

大谷橋   高知 fuji13916 

大谷橋   滋賀 fuji25376 

大谷橋   新潟 fuji37046 

大谷橋   神奈 fuji24691 

大谷橋   鳥取 fuji30285 

大谷橋   東京 fuji46153 

大谷橋   奈良 fuji37654 

大谷橋   福井 fuji07863 

大谷橋   福岡 fuji34207 

大谷橋   兵庫 fuji28706 

大谷橋   和歌 fuji10277 

大谷橋（→居武士橋）  

北海 fuji31216 

大谷橋（→三瀬橋）  

三重 fuji51452 

大谷橋（→北橋）  

徳島 fuji35069 

大谷橋（←今市橋）  

栃木 fuji07146 

大谷口橋  高知 fuji30358 

大谷口橋  徳島 fuji37745 

大谷尻橋  滋賀 fuji40265 

大谷川橋  茨城 fuji27399 

大谷川橋  岡山 fuji22564 

大谷川橋  岐阜 fuji39061 

大谷川橋  宮城 fuji25545 

大谷川橋  香川 fuji20517 

大谷川橋  高知 fuji18024 

大谷川橋  滋賀 fuji33757 

大谷川橋  鹿児 fuji13095 

大谷川橋  鳥取 fuji16261 

大谷川橋  徳島 fuji13420 

大谷川橋  福島 fuji12876 

大谷川橋  北海 fuji12994 

大谷川橋  和歌 fuji08700 

大谷川橋（細尾）  

栃木 fuji50665 

大谷川鉄橋 栃木 fuji10457 

大谷沢橋  群馬 fuji44068 

大谷沢橋  新潟 fuji41223 

大谷沢橋  静岡 fuji37119 

大谷地橋  徳島 fuji33315 

大谷池橋  和歌 fuji44129 

大樽橋   山形 fuji14546 

大丹波橋（→大正橋）  

東京 fuji15068 

大丹波川橋 東京 fuji30728 

大旦川橋  山形 fuji22235 

大壇架道橋 福島 fuji46114 

大地橋   愛媛 fuji38219 

大地橋   大阪 fuji48557 

大地沢橋  岩手 fuji48087 

大地沢橋  東京 fuji53774 

大池橋   愛知 fuji11830 

大池橋   香川 fuji43014 

大池橋   高知 fuji16067 

大池橋   静岡 fuji12687 

大池橋   大阪 fuji25743 

大池橋   和歌 fuji48946 

大池高架橋 愛知 fuji51564 

大池川橋  福岡 fuji06426 

大池第一橋 和歌 fuji24773 

大池第二橋 和歌 fuji24774 

大竹橋   福岡 fuji12169 

大竹川橋  新潟 fuji26943 

大竹沢橋  新潟 fuji12598 

大中橋   埼玉 fuji39736 

大中島橋  富山 fuji53496 

大虫神社宮橋 福井 fuji14731 

大町橋   宮城 fuji02282 

大町橋   佐賀 fuji29150 

大町橋   三重 fuji12034 

大町橋   大阪 fuji36202 

大町橋   鳥取 fuji27317 

大町橋   兵庫 fuji24095 

大長橋   山口 fuji22155 

大長橋（→大門橋）  

富山 fuji01328 

大長大橋  広島 fuji50775 

大長谷橋  新潟 fuji12893 

大鳥橋   山形 fuji07823 

大鳥橋   鹿児 fuji00751 

大鳥橋   新潟 fuji48362 

大鳥橋   福島 fuji44798 

大直利橋  秋田 fuji09081 

大津荷橋  和歌 fuji38030 

大津橋   愛知 fuji25246 

大津橋   広島 fuji31566 

大津橋   福島 fuji35733 

大津橋（←徳長橋）  

徳島 fuji05447 

大津橋（楯竝橋）  

大阪 fuji03703 

大津跨線橋 愛知 fuji52150 

大津川橋  石川 fuji20094 

大津川橋  大阪 fuji34421 

大津茂橋  兵庫 fuji45782 

大津茂川橋 兵庫 fuji23426 

大津留橋  大分 fuji40154 

大槌橋（←安渡橋）  

岩手 fuji26820 

大槌川橋  岩手 fuji29381 

大通橋   新潟 fuji42562 

大通橋   北海 fuji07533 

大通跨線橋（帯広跨線橋）  

北海 fuji37940 

大通川橋  新潟 fuji16136 

大塚架道橋 東京 fuji09571 

大塚眼鏡橋 福岡 fuji01584 

大塚橋   茨城 fuji44454 

大塚橋   岐阜 fuji35768 

大塚橋   京都 fuji41416 

大塚橋   山口 fuji09044 

大塚橋   山梨 fuji34004 

大塚橋   鹿児 fuji10423 

大塚橋   神奈 fuji50400 

大塚橋   長崎 fuji46008 

大塚橋   東京 fuji18347 

大塚橋   富山 fuji04787 

大塚橋   和歌 fuji23879 

大塚原前橋 鹿児 fuji51730 

大塚高架橋 大阪 fuji46055 

大塚高橋  熊本 fuji26489 

大塚陸橋  埼玉 fuji25674 

大塚林道橋   fuji27455 

大坪橋   岐阜 fuji25264 

大坪橋   熊本 fuji01597 

大坪橋   三重 fuji22332 

大坪橋   山口 fuji38500 

大坪橋   徳島 fuji28219 

大坪橋   和歌 fuji31001 

大坪跨線橋 山口 fuji13290 

大坪跨線橋 神奈 fuji48998 

大坪跨道橋 愛媛 fuji17361 

大坪水路橋 熊本 fuji08647 

大坪川橋    fuji31358 

大釣橋   岡山 fuji28400 

大典橋   大分 fuji19886 

大天橋   宮崎 fuji31954 

大天橋   京都 fuji16313 

大天橋   長崎 fuji00130 

大天馬橋  宮城 fuji42360 

大殿橋   徳島 fuji10883 

大田橋   沖縄 fuji34794 

大田橋   大阪 fuji28951 

大田原橋  宮崎 fuji34387 

大田口橋  和歌 fuji36826 

大田切橋  長野 fuji02805 

大田切川橋 長野 fuji13399 

大田川橋  新潟 fuji33138 

大田川橋  静岡 fuji44788 

大田代橋  愛知 fuji53659 

大渡橋   岩手 fuji28512 

大渡橋   宮城 fuji03510 

大渡橋   熊本 fuji02858 

大渡橋   群馬 fuji11140 

大渡橋   広島 fuji05933 

大渡橋   高知 fuji48592 

大渡橋   山口 fuji00637 

大渡橋   鹿児 fuji01374 

大渡橋   神奈 fuji07756 

大渡橋   大分 fuji16579 

大渡橋   島根 fuji47928 

大渡橋   栃木 fuji51254 

大渡橋   富山 fuji07231 

大渡橋（←万代橋）  

群馬 fuji01483 

大渡戸橋（→東橋）  

山形 fuji02742 

大土橋   福島 fuji06034 

大塔橋   大分 fuji14748 

大塔橋   奈良 fuji33766 

大塔橋   和歌 fuji24776 

大島架道橋 岐阜 fuji26291 

大島橋   愛知 fuji53822 

大島橋   岐阜 fuji23177 

大島橋   宮城 fuji25893 

大島橋   佐賀 fuji08031 

大島橋   三重 fuji38596 

大島橋   鹿児 fuji48993 

大島橋   新潟 fuji30988 

大島橋   大阪 fuji45437 

大島橋   大分 fuji53722 

大島橋   長野 fuji37644 

大島橋   東京 fuji02771 
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大島橋   富山 fuji39493 

大島橋   兵庫 fuji19581 

大島川橋  長野 fuji01004 

大島川避溢橋 兵庫 fuji02162 

大東一号橋 北海 fuji51186 

大東橋   大阪 fuji39316 

大東大橋  島根 fuji37355 

大東二号橋 北海 fuji16363 

大湯橋   秋田 fuji43435 

大湯橋   新潟 fuji35134 

大湯新橋  秋田 fuji36039 

大当別川橋 北海 fuji21961 

大藤橋   宮崎 fuji32523 

大藤橋   広島 fuji53864 

大藤橋   栃木 fuji42384 

大藤橋   北海 fuji36969 

大豆沢橋  宮城 fuji04103 

大堂橋   福岡 fuji32984 

大洞橋   岐阜 fuji20597 

大洞橋   埼玉 fuji41925 

大洞橋   山形 fuji51048 

大洞川橋  岐阜 fuji44330 

大洞谷橋  福井 fuji49837 

大童子橋  青森 fuji10299 

大道架道橋 大阪 fuji23795 

大道橋   宮城 fuji03789 

大道橋   秋田 fuji16685 

大道橋   神奈 fuji45939 

大道橋   大分 fuji05350 

大道橋   長野 fuji21618 

大道橋   福岡 fuji20448 

大道橋（→粟井川橋）  

愛媛 fuji03706 

大道高架橋 大阪 fuji24350 

大道泉橋  栃木 fuji39734 

大道淵橋  宮城 fuji32923 

大峠橋   岩手 fuji51516 

大峠橋   広島 fuji42991 

大峠第一橋 岩手 fuji53144 

大徳橋   大阪 fuji27432 

大徳寺橋  鹿児 fuji14144 

大栃橋   高知 fuji35231 

大栃川橋  兵庫 fuji12055 

大椴子川橋 北海 fuji19273 

大瀞橋（←小佐越橋）  

栃木 fuji12734 

大奈路橋  高知 fuji40660 

大内１号避溢橋  

三重 fuji47342 

大内２号避溢橋  

三重 fuji47343 

大内３号溝橋 三重 fuji47344 

大内４号避溢橋  

三重 fuji47345 

大内５号避溢橋  

三重 fuji47346 

大内橋   三重 fuji04394 

大内大橋  富山 fuji42910 

大内沢橋  福島 fuji44284 

大内谷橋  岡山 fuji09805 

大鍋橋   福島 fuji30334 

大縄橋   神奈 fuji20337 

大楠篠橋  宮城 fuji48710 

大二橋   熊本 fuji23297 

大日橋   静岡 fuji44335 

大日橋   東京 fuji21378 

大日橋   富山 fuji05866 

大日橋   兵庫 fuji10351 

大日向橋  群馬 fuji39709 

大日向橋  長野 fuji29411 

大日峯橋  茨城 fuji30145 

大年橋   広島 fuji37469 

大之木水路跨線橋  

広島 fuji20274 

大萩橋   新潟 fuji41065 

大萩谷橋  山梨 fuji17016 

大泊橋   広島 fuji26124 

大白川橋  岐阜 fuji27466 

大薄橋   鹿児 fuji15132 

大迫橋   岩手 fuji00202 

大迫橋   京都 fuji50592 

大迫橋   鹿児 fuji06567 

大迫橋（→新大橋）  

岩手 fuji02951 

大函橋   北海 fuji32012 

大畑橋   愛媛 fuji35843 

大畑橋   岐阜 fuji28944 

大畑橋   神奈 fuji18779 

大畑橋   青森 fuji09694 

大畑川橋  青森 fuji03757 

大畑沢橋  栃木 fuji34150 

大畑野橋  青森 fuji07127 

大八橋   長野 fuji27258 

大反橋   北海 fuji53236 

大反田橋  山口 fuji16907 

大板橋   沖縄 fuji00627 

大板橋   福島 fuji07488 

大飯橋   福井 fuji23168 

大比橋   高知 fuji36033 

大比田橋  福井 fuji10336 

大肥橋（←歌詠橋）  

大分 fuji01335 

大尾山下橋 大分 fuji04254 

大美谷橋  徳島 fuji31715 

大表沢橋  長野 fuji26645 

大浜街道架道橋  

愛知 fuji44928 

大浜橋   熊本 fuji26178 

大浜橋   静岡 fuji28651 

大浜橋   大阪 fuji18108 

大浜川橋  岩手 fuji17859 

大浜中橋  北海 fuji33103 

大浜渡橋  岩手 fuji04071 

大浜南海支線跨線橋  

大阪 fuji12517 

大富橋   愛知 fuji32375 

大富橋   香川 fuji30290 

大富橋   山梨 fuji15537 

大富橋   東京 fuji22028 

大富大橋  広島 fuji52183 

大布橋   新潟 fuji19860 

大武川橋  山梨 fuji10743 

大福橋   熊本 fuji52364 

大淵橋   宮崎 fuji05106 

大淵橋   三重 fuji43226 

大淵橋   福岡 fuji28786 

大淵橋   和歌 fuji34361 

大仏架道橋 東京 fuji44913 

大仏橋   三重 fuji04807 

大仏橋   大分 fuji20460 

大仏橋（→五条橋）  

京都 fuji00120 

大物橋   兵庫 fuji25850 

大物川橋  兵庫 fuji43645 

大分川橋  大分 fuji13435 

大分川第二避溢橋  

大分 fuji13436 

大文字橋  京都 fuji25063 

大平一号橋 長野 fuji45645 

大平眼鏡橋（新橋）  

熊本 fuji10190 

大平橋   愛知 fuji00509 

大平橋   愛媛 fuji48019 

大平橋   岡山 fuji11867 

大平橋   山形 fuji43129 

大平橋   鹿児 fuji05362 

大平橋   新潟 fuji19222 

大平橋   神奈 fuji26930 

大平橋   大阪 fuji35935 

大平橋   東京 fuji39619 

大平橋   奈良 fuji38862 

大平橋   福岡 fuji13697 

大平橋   福島 fuji03846 

大平橋   北海 fuji38823 

大平江橋  長野 fuji27638 

大平三号橋 長野 fuji45647 

大平川橋  愛知 fuji52633 

大平川橋  北海 fuji21968 

大平二号橋 長野 fuji45646 

大平落中橋 鹿児 fuji01713 

大別橋   北海 fuji51111 

大別川橋  北海 fuji15077 

大別川避溢橋 北海 fuji15206 

大保橋   秋田 fuji02226 

大保橋   新潟 fuji38419 

大歩危橋  徳島 fuji25513 

大宝橋   愛知 fuji23199 

大峰橋   京都 fuji48031 

大峯橋   群馬 fuji46331 

大峯橋   奈良 fuji42975 

大峯沢橋  群馬 fuji44800 

大崩川橋  新潟 fuji29658 

大崩島橋  富山 fuji20586 

大豊橋   愛媛 fuji09500 

大豊橋   山形 fuji25291 

大豊橋   青森 fuji53252 

大豊橋   大阪 fuji43318 

大豊橋   大分 fuji35080 

大豊橋左岸取付高架橋  

大阪 fuji44345 

大鳳橋   北海 fuji37847 

大坊橋   石川 fuji00774 

大坊橋   東京 fuji13646 

大坊川橋  山口 fuji22159 

大望橋   長野 fuji44817 

大北橋   茨城 fuji22249 

大北橋   大阪 fuji49459 

大北橋   徳島 fuji30815 

大北橋   北海 fuji50194 

大牧橋   岐阜 fuji29536 

大牧谷橋  岐阜 fuji24971 

大堀橋   滋賀 fuji05043 

大堀跨線橋 山形 fuji48335 

大堀川橋  宮城 fuji16676 

大堀川橋  埼玉 fuji21036 

大麻橋   香川 fuji47729 

大麻生堰用水橋  

埼玉 fuji08983 

大又橋   長野 fuji25325 

大又川橋  秋田 fuji43188 

大万橋   鳥取 fuji21565 

大湊橋   三重 fuji18293 

大牟田川橋 福岡 fuji06357 

大椋橋   岐阜 fuji42744 

大椋橋   長野 fuji29811 

大名橋   佐賀 fuji09945 

大名橋   新潟 fuji02926 

大名倉橋  愛知 fuji50734 

大明橋   兵庫 fuji33388 

大明神橋  愛媛 fuji40139 

大明神橋  長野 fuji27425 

大網橋   宮城 fuji04108 

大網橋   山形 fuji25904 

大木橋   香川 fuji40648 

大木橋   佐賀 fuji09335 

大木橋   島根 fuji06870 

大木橋   福岡 fuji51702 

大木元橋  岡山 fuji49363 

大木戸橋  福島 fuji13523 

大木川橋  佐賀 fuji38048 

大目橋   山梨 fuji40237 

大目橋   大阪 fuji22090 

大目沢橋  山梨 fuji41251 

大門暗渠  岡山 fuji11509 

大門橋   愛媛 fuji18860 

大門橋   岡山 fuji42662 

大門橋   岐阜 fuji12361 

大門橋   京都 fuji40601 

大門橋   神奈 fuji50392 

大門橋   静岡 fuji05537 

大門橋   石川 fuji48919 

大門橋   長崎 fuji07650 

大門橋   長野 fuji40394 

大門橋   鳥取 fuji41758 

大門橋   徳島 fuji21641 

大門橋   福岡 fuji22411 

大門橋   兵庫 fuji07781 

大門橋   和歌 fuji36133 

大門橋（→大門大橋）  

富山 fuji05524 

大門橋（→雄神橋）  

富山 fuji10796 

大門橋（←大長橋）  

富山 fuji01328 

大門口橋  和歌 fuji17638 

大門瀬橋  熊本 fuji13920 

大門川橋  岐阜 fuji17025 

大門川橋  山梨 fuji26630 

大門川橋  和歌 fuji41108 

大門大橋  長野 fuji22306 

大門大橋（←大門橋）  

富山 fuji05524 

大門大橋（←雄神橋）  

富山 fuji10796 

大野橋   愛知 fuji17140 

大野橋   愛媛 fuji26329 

大野橋   岐阜 fuji41255 

大野橋   京都 fuji25268 

大野橋   三重 fuji33928 

大野橋   鹿児 fuji23305 

大野橋   新潟 fuji51274 

大野橋   長崎 fuji05337 

大野橋   東京 fuji41668 

大野橋   奈良 fuji40773 

大野橋   福岡 fuji14852 

大野橋（←源五右衛門橋）  

新潟 fuji14099 

大野出合橋 奈良 fuji30726 

大野瀬橋  愛知 fuji17031 

大野川橋  山口 fuji18000 

大野川橋  石川 fuji21142 

大野川橋  大分 fuji13441 

大野川第二橋   fuji42281 

大野大橋  新潟 fuji43157 

大野谷橋  愛媛 fuji46488 

大野地１の橋 北海 fuji41341 

大野地２の橋 北海 fuji32133 

大野田橋  宮城 fuji21982 

大野田橋（小橋）  

宮城 fuji23696 

大野島橋  徳島 fuji33250 

大野木橋  三重 fuji18914 

大矢橋（殿橋） 愛知 fuji00285 

大矢野橋  熊本 fuji48061 

大柳橋   香川 fuji10513 

大柳橋（万年橋）  

東京 fuji07666 

大柳川橋  山梨 fuji26959 



 ９４ 

大友橋   大阪 fuji41741 

大雄橋（←飯沢橋）  

神奈 fuji18778 

大雄山橋  神奈 fuji45626 

大夕張森林鉄道橋（夕張岳線 

第一（三）号橋）  

北海 fuji37679 

大用知橋  徳島 fuji29980 

大抑橋   香川 fuji34201 

大淀橋   宮崎 fuji08611 

大淀橋(工事名)→三ケ瀬橋 

山形 fuji35188 

大淀川橋  宮崎 fuji13891 

大淀川橋  鹿児 fuji16837 

大淀中高架橋 大阪 fuji53671 

大落前林道橋 青森 fuji42836 

大嵐橋   愛知 fuji27468 

大嵐橋   石川 fuji39741 

 

大嵐橋（工事名・）→鷹ノ巣橋 

愛知 fuji35982 

大利橋   熊本 fuji04233 

大利橋（七曲橋）  

岐阜 fuji46597 

大利根橋  茨城 fuji21836 

大梨一号橋 長野 fuji48383 

大梨橋   宮城 fuji44262 

大梨二号橋 長野 fuji48384 

大里橋   愛知 fuji45391 

大里橋   大阪 fuji52267 

大里橋   奈良 fuji46429 

大陸橋   和歌 fuji24552 

大立橋   福岡 fuji06251 

大立沢橋  群馬 fuji39202 

大留橋   愛知 fuji38937 

大梁橋   岐阜 fuji49852 

大梁川橋  宮城 fuji02498 

大良橋   大分 fuji39302 

大林橋   青森 fuji04053 

大輪橋   愛知 fuji25018 

大輪橋   静岡 fuji28323 

大輪田橋  兵庫 fuji17164 

大路橋   鹿児 fuji15327 

大路橋   福島 fuji48503 

大浪橋（工事名・木津川新橋） 

大阪 fuji28338 

大六川橋  千葉 fuji14520 

大和橋   愛媛 fuji26796 

大和橋   茨城 fuji14332 

大和橋   岡山 fuji24121 

大和橋   岐阜 fuji13151 

大和橋   京都 fuji12554 

大和橋   広島 fuji03090 

大和橋   埼玉 fuji23858 

大和橋   三重 fuji01529 

大和橋   山口 fuji03646 

大和橋   山梨 fuji46361 

大和橋   秋田 fuji26839 

大和橋   新潟 fuji38588 

大和橋   神奈 fuji19353 

大和橋   静岡 fuji24994 

大和橋   千葉 fuji05438 

大和橋   大阪 fuji00579 

大和橋   長野 fuji24967 

大和橋   東京 fuji00673 

大和橋   北海 fuji45063 

大和高架橋   fuji51056 

大和川橋  山梨 fuji39500 

大和川橋  大阪 fuji05425 

大和川橋  奈良 fuji16243 

大和川大橋 大阪 fuji28414 

大和川第一橋 奈良 fuji06008 

大和川第四橋 大阪 fuji06622 

大和沢橋  青森 fuji04732 

大和沢橋（→上千年橋）  

青森 fuji04690 

大和沢川橋 青森 fuji07271 

大和谷橋  三重 fuji35984 

大和田橋  愛知 fuji35674 

大和田橋  愛媛 fuji29439 

大和田橋  群馬 fuji29402 

大和田橋  三重 fuji37054 

大和田橋  東京 fuji01021 

大和田跨線橋 北海 fuji43515 

大和田川橋 大阪 fuji31074 

大和陸橋  東京 fuji44963 

大脇橋   岐阜 fuji00096 

大脇橋（大橋） 岐阜 fuji00670 

大鰐橋（→相生橋）  

青森 fuji03753 

大榑橋   山形 fuji02228 

大渕橋   長崎 fuji18454 

大渕橋   和歌 fuji33676 

大簗橋   岩手 fuji09632 

大簗橋   岐阜 fuji52914 

大颱橋   北海 fuji36297 

第１０橋（→長崎眼鏡橋）  

長崎 fuji00251 

第１１橋（袋町橋）  

長崎 fuji00319 

第１１号床版橋  

大阪 fuji30463 

第１１閉伊川橋  

岩手 fuji33293 

第１楠見開渠 和歌 fuji08014 

第２０５号橋 北海 fuji47044 

第２６号橋  愛媛 fuji06791 

第２栄谷開渠 和歌 fuji08011 

第２品川埠頭橋（港南大橋） 

東京 fuji52460 

第３栄谷開渠 和歌 fuji08012 

第４０号橋  大阪 fuji07960 

第６栄谷開渠 和歌 fuji08013 

第６橋   長崎 fuji00955 

第８橋（→東新橋）  

長崎 fuji00944 

第一･第二鞍馬川橋  

京都 fuji21179 

第一イタラタラキ川橋  

北海 fuji21942 

第一ウエンザル橋  

北海 fuji37942 

第一オコタンペ橋  

北海 fuji51170 

第一オニセップ川橋  

北海 fuji22842 

第一オンネアバベルベツ川橋 

北海 fuji14651 

第一オンネトマリ川橋  

北海 fuji19270 

第一ハカイマップ川橋  

北海 fuji21948 

第一プクサクオンネナイ橋 

北海 fuji17810 

第一ヤセ山橋 長崎 fuji44168 

第一ルベシベ川橋  

北海 fuji20960 

第一阿久和三家跨線橋  

神奈 fuji43823 

第一阿寺川橋 長野 fuji17781 

第一阿武川橋 山口 fuji14817 

第一愛宕橋 鹿児 fuji21821 

第一旭川橋 秋田 fuji15384 

第一芦原架道橋  

大阪 fuji20171 

第一芦田川橋 広島 fuji38923 

第一鮎津橋 神奈 fuji36576 

第一安橋  広島 fuji30187 

第一安平川橋 北海 fuji45557 

第一伊佐津川橋  

京都 fuji09979 

第一井田川橋 富山 fuji19379 

第一一巳川橋 北海 fuji17241 

第一稲梓橋 静岡 fuji41081 

第一宇目橋 大分 fuji49415 

第一羽ノ浦橋 徳島 fuji28221 

第一羽黒川橋 山形 fuji08302 

第一雨竜川橋 北海 fuji22822 

第一臼別橋 北海 fuji47231 

第一浦口橋 鹿児 fuji39305 

第一浦幌橋 北海 fuji40336 

第一栄橋  北海 fuji39415 

第一益田川橋 岐阜 fuji20885 

第一塩野橋 滋賀 fuji25371 

第一於札内川橋  

北海 fuji34133 

第一横河川橋 長野 fuji10452 

第一横見避溢橋  

徳島 fuji28011 

第一横山橋 秋田 fuji49233 

第一横須橋 徳島 fuji14309 

第一横瀬架道橋  

埼玉 fuji53628 

第一横川橋 宮城 fuji12209 

第一王子橋 和歌 fuji37460 

第一王余魚谷橋  

徳島 fuji38190 

第一黄和田橋 千葉 fuji26919 

第一沖谷架道橋  

東京 fuji21123 

第一音更川橋 北海 fuji17837 

第一音更川陸橋  

北海 fuji28342 

第一下小瀬橋 島根 fuji16776 

 

第一下植木橋 群馬 fuji05617 

第一下川橋 徳島 fuji26683 

第一下内川橋 秋田 fuji08300 

第一下姫川橋 新潟 fuji26609 

第一化山橋 静岡 fuji34495 

第一加古川橋 兵庫 fuji13415 

第一加太川橋 三重 fuji46612 

第一加茂川橋 岡山 fuji24381 

第一可愛川橋 広島 fuji35390 

第一架道橋 岡山 fuji08028 

第一河原田川橋  

石川 fuji26621 

第一花川戸橋 東京 fuji22944 

第一花渡橋 鹿児 fuji16485 

第一花房町橋 栃木 fuji22901 

第一海陸連絡橋（港一号橋） 

神奈 fuji15342 

第一蟹寺橋 富山 fuji23738 

第一外波架道橋  

新潟 fuji12600 

第一角館街道架道橋  

秋田 fuji16686 

第一角館橋 秋田 fuji16690 

第一角亀川橋 兵庫 fuji25820 

第一梶ノ迫橋 徳島 fuji26693 

第一梶原高架橋  

大阪 fuji46053 

第一割塚高架橋  

兵庫 fuji28088 

第一釜場橋 岐阜 fuji25692 

第一鎌塚橋 鹿児 fuji17762 

第一寒狭川橋 愛知 fuji22072 

第一観月橋 北海 fuji43127 

第一館山街道架道橋  

千葉 fuji13842 

第一岩井橋 愛媛 fuji06879 

第一岩稲橋 富山 fuji46945 

第一岩山橋 高知 fuji26480 

第一岩内橋 北海 fuji31726 

第一幾品川橋 北海 fuji28994 

第一気賀町橋 静岡 fuji29244 

第一菊沢川橋 栃木 fuji13361 

第一吉井川橋 岡山 fuji16780 

第一吉田橋 香川 fuji18220 

第一吉田川橋梁  fuji13884 

第一吉本橋 群馬 fuji22914 

第一吉野川橋 山形 fuji08973 

第一吉野川橋 徳島 fuji26538 

第一久根別橋 北海 fuji47018 

第一久慈川橋 茨城 fuji17861 

第一久室橋 静岡 fuji27647 

第一久頭合架道橋  

静岡 fuji35541 

第一久頭合橋 静岡 fuji35540 

第一久米橋 香川 fuji18232 

第一久保吉架道橋  

大阪 fuji20174 

第一休泊堀橋 群馬 fuji30253 

第一宮ノ下橋 宮崎 fuji16118 

第一宮川橋 岐阜 fuji23615 

第一宮川橋 長野 fuji10223 

第一宮川橋 兵庫 fuji18916 

第一球磨川橋 熊本 fuji10902 

第一旧渡良瀬橋  

埼玉 fuji21047 

第一牛ケ首橋 富山 fuji19375 

第一牛ケ淵橋 京都 fuji45425 

第一牛飼橋 滋賀 fuji25366 

第一魚野川橋 新潟 fuji50250 

第一橋   宮崎 fuji34216 

第一橋   京都 fuji21430 

第一橋   山形 fuji13344 

第一橋   鹿児 fuji30466 

第一橋   北海 fuji24421 

第一橋（→極楽橋）  

長崎 fuji00463 

第一橋出橋 熊本 fuji13468 

第一興部川橋 北海 fuji15727 

第一郷東川橋 香川 fuji07718 

第一玉川橋 秋田 fuji15773 

第一琴緒高架橋  

兵庫 fuji28099 

第一金洗橋 福島 fuji37190 

第一金倉川橋 香川 fuji16799 

第一金道川橋 香川 fuji12926 

第一九頭竜川橋  

福井 fuji39930 

第一苦土散川橋  

北海 fuji09892 

第一空知川橋 北海 fuji06602 

第一熊谷川橋 岡山 fuji21246 

第一栗ノ木川橋  

新潟 fuji21137 

第一栗平橋 静岡 fuji27643 

第一栗林架道橋  

香川 fuji19449 

第一桑野橋 徳島 fuji28007 

第一桂川橋 山梨 fuji09232 

第一畦別当橋 長崎 fuji50466 

第一穴内川橋 高知 fuji22169 

第一月田川橋 岡山 fuji22121 

第一剣淵川橋 北海 fuji08668 

第一犬継橋 長崎 fuji50452 



 ９５ 

第一犬師駒内川橋  

北海 fuji17609 

第一見通川橋 福島 fuji33298 

第一元荒川用水橋  

fuji04297 

第一原田高架橋  

兵庫 fuji28081 

第一源助町橋高架橋  

東京 fuji36487 

第一古川橋 岡山 fuji20622 

第一古殿橋 大分 fuji01053 

第一古野橋 滋賀 fuji31236 

第一古雄物川橋  

秋田 fuji09250 

第一湖山川橋 鳥取 fuji50045 

第一跨線橋 山梨 fuji44502 

第一跨線橋 兵庫 fuji18834 

第一跨線橋 北海 fuji51343 

第一五軒橋 徳島 fuji51496 

第一五条町高架  

東京 fuji18190 

第一後小畑橋 山口 fuji21255 

第一御厨用水橋  

栃木 fuji10688 

第一御徒町橋高架橋  

東京 fuji18184 

第一御坊川橋 香川 fuji18695 

第一御料橋（←御料橋）  

北海 fuji17607 

第一厚狭川橋 山口 fuji10230 

第一向尻橋 岡山 fuji20235 

第一向柳原橋架道橋  

東京 fuji23976 

第一向柳原町橋陸橋  

東京 fuji24238 

第一幸心跨線橋  

愛知 fuji47883 

第一幸田跨線橋  

愛知 fuji45715 

第一広瀬川橋 宮城 fuji20988 

第一江迎川橋 佐賀 fuji29590 

第一江戸川橋 東京 fuji52296 

第一江津橋 島根 fuji22555 

第一江津川橋 山口 fuji20247 

第一甲山避溢橋  

京都 fuji22999 

第一紅葉橋 北海 fuji48613 

第一荒川橋 新潟 fuji24588 

第一荒雄川橋 宮城 fuji13326 

第一香東川橋 香川 fuji21566 

第一高家川橋 岩手 fuji21975 

第一高架橋 神奈 fuji18895 

第一高橋  静岡 fuji45347 

第一高原川橋 岐阜 fuji48534 

第一高千帆橋 山口 fuji34963 

第一高柱川橋 熊本 fuji17391 

第一高島架道橋  

神奈 fuji13854 

第一高畑高架橋  

東京 fuji51420 

第一高梁川橋 岡山 fuji19436 

第一号マップ橋  

北海 fuji32536 

第一号開渠 北海 fuji42209 

第一号橋  神奈 fuji20080 

第一号橋  大阪 fuji50961 

第一号橋  徳島 fuji30237 

第一号橋  北海 fuji09292 

第一号水路橋 群馬 fuji16075 

第一号水路橋 山口 fuji17167 

第一号水路橋（猿橋水路橋） 

山梨 fuji12372 

第一号片桟橋 秋田 fuji43787 

第一号陸橋 群馬 fuji06914 

第一号陸橋 兵庫 fuji24764 

第一国香高架橋  

兵庫 fuji28093 

第一国道架道橋  

神奈 fuji23733 

第一国縫川橋 北海 fuji20976 

第一黒松谷橋 徳島 fuji40285 

第一黒川橋 栃木 fuji05436 

第一黒沢川橋 秋田 fuji15756 

第一今開川橋 徳島 fuji14308 

第一今池橋 大阪 fuji21286 

第一根尾川橋 岐阜 fuji36109 

第一佐衛門橋架道橋  

東京 fuji23711 

第一佐衛門町橋陸橋  

東京 fuji24241 

第一佐久間橋架道橋  

東京 fuji23972 

第一佐久間町橋陸橋  

東京 fuji23544 

第一佐用川橋 兵庫 fuji28200 

第一佐良山橋 岡山 fuji16778 

第一沙流川橋 北海 fuji45582 

第一砂場橋 富山 fuji22057 

第一砂川橋 秋田 fuji16185 

第一最上川橋 山形 fuji12795 

第一才津川橋 秋田 fuji16680 

第一細江川橋 大阪 fuji04713 

第一坂川橋 千葉 fuji46931 

第一桜丘跨線橋  

北海 fuji51098 

第一桜川架道橋  

大阪 fuji20176 

第一桜川橋 高知 fuji17371 

第一札鶴川橋 北海 fuji22844 

第一札内川橋 北海 fuji10214 

第一三ツ山橋 長崎 fuji50818 

第一三軒屋架道橋  

大阪 fuji20178 

第一三崎町通り架道橋  

東京 fuji09911 

第一三田川橋 滋賀 fuji13566 

第一三島橋 高知 fuji48979 

第一三之宮橋 熊本 fuji13469 

第一三毛別川橋  

北海 fuji22839 

第一山王前架道橋  

神奈 fuji53055 

第一山河内橋 徳島 fuji30443 

第一山国川橋 大分 fuji20907 

第一山上橋 山形 fuji18959 

第一山之田橋 鹿児 fuji18476 

第一四里ケ滝陸橋  

静岡 fuji27648 

第一市城橋 群馬 fuji30934 

第一市場架道橋  

愛知 fuji45702 

第一市場橋 徳島 fuji35477 

第一市川橋 兵庫 fuji07320 

第一志津川橋 京都 fuji47702 

第一思川橋 栃木 fuji05399 

第一字の木橋 大分 fuji47388 

第一寺屋敷橋 愛知 fuji45690 

第一鹿池橋 香川 fuji18235 

第一鹿島川橋 千葉 fuji07694 

第一七海川橋 石川 fuji26616 

第一七瀬川橋 山口 fuji18004 

第一室太郎橋 鹿児 fuji18035 

第一篠山川橋 兵庫 fuji37886 

第一柴之下橋 千葉 fuji17872 

第一若菜高架橋  

兵庫 fuji28096 

第一酒田街道架道橋  

秋田 fuji15379 

第一酒匂川橋 神奈 fuji05655 

第一秋山川橋 栃木 fuji13363 

第一秋葉橋高架橋  

東京 fuji18182 

第一渋川橋 宮城 fuji12853 

第一出原橋 鹿児 fuji48990 

第一春日川橋 高知 fuji17373 

第一渚滑古川橋  

北海 fuji15975 

第一小国川橋 山形 fuji13774 

第一小崎橋 宮崎 fuji29543 

第一小川橋 北海 fuji38256 

第一小曾戸川橋  

栃木 fuji15393 

第一小谷橋 岐阜 fuji24723 

第一小谷橋 長崎 fuji50312 

第一小谷川橋 岐阜 fuji24709 

第一小鳥原川橋  

広島 fuji27703 

第一小野川橋 長野 fuji10454 

第一床丹橋 北海 fuji39835 

第一松ケ峯高架橋  

栃木 fuji22904 

第一松尾川橋 徳島 fuji40284 

第一松木川橋 栃木 fuji13359 

第一沼垂橋 新潟 fuji32100 

第一上大阪線架道橋  

大阪 fuji44942 

 

第一上之保川橋  

岐阜 fuji24704 

第一上飯田原跨線橋  

神奈 fuji44196 

第一上野町橋高架橋  

東京 fuji18187 

第一常盤川橋 長野 fuji13862 

第一常呂川橋 北海 fuji12002 

第一触田橋 鹿児 fuji15133 

第一信楽街道架道橋  

滋賀 fuji25360 

第一信夫橋 福島 fuji05187 

第一新開橋 香川 fuji18225 

第一新開川橋 香川 fuji07719 

第一新見街道陸橋  

岡山 fuji20203 

第一新崎橋 新潟 fuji30572 

第一新川橋 香川 fuji18233 

第一新川橋 島根 fuji15448 

第一新川橋 北海 fuji16657 

第一新飯尾川橋  

徳島 fuji47522 

第一神瀬橋（神瀬新橋）  

三重 fuji46601 

第一神通川橋 富山 fuji20878 

第一針本橋 鹿児 fuji26190 

第一仁田原橋 鹿児 fuji18475 

第一水窪川橋 静岡 fuji35363 

第一水根橋 東京 fuji33190 

第一水車堀橋 栃木 fuji21008 

第一水路橋 福島 fuji13900 

第一菅生橋 徳島 fuji53125 

第一瀬戸山橋 鹿児 fuji47184 

第一瀬戸川橋 千葉 fuji15802 

第一是広橋 香川 fuji18925 

第一清水川橋 群馬 fuji29064 

第一生田原川橋  

北海 fuji13315 

第一西山橋 徳島 fuji48423 

第一西川橋 岡山 fuji20195 

第一西川橋 新潟 fuji12409 

第一西灘高架橋  

兵庫 fuji28078 

第一青浦橋 島根 fuji16763 

第一青毛堀橋 埼玉 fuji09259 

第一青木橋 鳥取 fuji42285 

第一静間川避溢橋  

島根 fuji14530 

第一石見川橋 鳥取 fuji17341 

第一石狩川橋 北海 fuji08123 

第一赤石通跨線橋  

青森 fuji51906 

第一赤滝橋 山形 fuji51238 

第一折戸橋 岐阜 fuji26227 

第一折坂橋 徳島 fuji44614 

第一仙川橋 滋賀 fuji48546 

第一先之田橋 鹿児 fuji34789 

第一千曳川橋 青森 fuji51912 

第一千曲川橋 長野 fuji26637 

第一川口橋 福島 fuji37192 

第一川西川橋 香川 fuji20519 

第一川平橋 長崎 fuji49881 

第一川俣川橋 山梨 fuji24701 

第一泉川橋 福島 fuji48502 

第一善部跨線道路橋  

神奈 fuji44187 

第一疎水橋 滋賀 fuji19706 

第一倉園橋 鹿児 fuji30910 

第一倉田川橋 神奈 fuji20580 

第一倉田川橋（旅客線）  

神奈 fuji08080 

第一早川田橋 群馬 fuji13367 

第一相川橋 静岡 fuji25721 

第一相沢川橋 静岡 fuji05658 

第一霜田橋 東京 fuji45138 

第一増田橋 群馬 fuji05619 

第一太田橋 静岡 fuji27662 

第一打ケ崎川橋  

秋田 fuji13823 

第一駄留橋 宮崎 fuji50616 

第一大堰川橋 京都 fuji11543 

第一大間橋 徳島 fuji48586 

第一大戸川橋 滋賀 fuji34585 

第一大新田避溢橋  

群馬 fuji13366 

第一大千瀬川橋  

静岡 fuji25729 

第一大川橋 福島 fuji23699 

第一大村橋 静岡 fuji45359 

第一大沢川橋 北海 fuji53228 

第一大谷川橋 宮城 fuji14486 

第一大竹橋 岡山 fuji22560 

第一大歩危橋 徳島 fuji26707 

第一大野川橋 大分 fuji15710 

第一大和街道陸橋  

和歌 fuji08713 

第一滝ノ枕橋 埼玉 fuji53284 

第一滝宮川橋 香川 fuji19451 

第一滝見橋 北海 fuji52754 

第一滝川橋 群馬 fuji15780 

第一只見川橋 福島 fuji30137 

第一丹生橋 奈良 fuji29849 

第一鍛冶屋陸橋  

神奈 fuji17288 

第一鍛冶町橋高架橋  

東京 fuji18174 

第一地頭橋 鹿児 fuji23306 

第一地頭所橋 鹿児 fuji47560 

第一智頭川橋 鳥取 fuji16754 

第一池ノ浦橋 三重 fuji12040 

第一池田橋 熊本 fuji06367 
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第一竹の花橋 静岡 fuji33744 

第一竹倉暗橋 静岡 fuji25566 

第一中井手橋 香川 fuji18216 

第一中吉田橋 静岡 fuji45353 

第一中川橋 京都 fuji09985 

第一中村架道橋  

愛知 fuji45701 

第一中津川橋 岐阜 fuji17308 

第一中田跨線道路橋  

神奈 fuji46030 

第一中島橋 新潟 fuji33822 

第一中野目橋 宮城 fuji50203 

第一中野目橋 山形 fuji50220 

第一庁舎川橋 北海 fuji16960 

第一朝谷島橋 福井 fuji28858 

第一朝日橋 北海 fuji36970 

第一長安寺高架橋  

奈良 fuji53365 

第一長川橋 岩手 fuji18555 

第一長谷川橋 徳島 fuji28008 

第一長野川橋 和歌 fuji12628 

第一長良川橋 岐阜 fuji19389 

第一津軽街道陸橋  

岩手 fuji19293 

第一津和野川橋  

島根 fuji16269 

第一天竜川橋 長野 fuji10442 

第一殿河内橋 島根 fuji45457 

第一田川橋 茨城 fuji49959 

第一田代川橋 山口 fuji14633 

第一田沢橋 岩手 fuji20983 

第一田端新町跨線線路橋 東

京 fuji51412 

第一電車線橋 三重 fuji12033 

第一渡良瀬川橋  

群馬 fuji12396 

第一都村橋 香川 fuji18920 

第一土師川橋 鳥取 fuji24377 

第一東上町架道橋  

大阪 fuji23800 

第一東川開渠 和歌 fuji08697 

第一東谷橋 徳島 fuji38202 

第一湯瀬橋 秋田 fuji22868 

第一湯檜曽川橋  

群馬 fuji22917 

第一藤崎川橋 秋田 fuji16182 

第一藤塚架道橋  

香川 fuji19445 

第一藤輪橋 熊本 fuji21900 

第一洞橋  長野 fuji45648 

第一峠橋  富山 fuji45326 

第一峠川橋 富山 fuji19385 

第一呑川橋 東京 fuji21120 

第一奈良井川橋  

長野 fuji11192 

第一内尾橋 岡山 fuji11661 

第一南一番町高架橋  

愛知 fuji45752 

第一南蒲生橋 宮城 fuji40033 

第一南境川架道橋  

大阪 fuji20183 

第一南鮫ケ橋通仮橋  

東京 fuji07058 

第一難波陸橋 大阪 fuji04716 

第一二見川橋 山口 fuji18001 

第一二俣川跨線道路橋  

神奈 fuji46032 

第一尼寺橋 滋賀 fuji45409 

第一日宇橋 長崎 fuji47165 

第一日野川橋 鳥取 fuji16252 

第一入谷橋 鹿児 fuji15144 

第一猫坊橋 徳島 fuji26679 

第一巴上橋 静岡 fuji45350 

第一波瀬川橋 三重 fuji22079 

第一馬場野橋 福島 fuji43795 

第一馬渡川橋 富山 fuji19374 

第一馬淵川橋 青森 fuji06388 

第一白楽架道橋  

神奈 fuji18623 

第一白川橋 熊本 fuji13431 

第一白沢川橋 徳島 fuji30447 

第一白鳥川橋 京都 fuji09988 

第一八溝川橋 茨城 fuji21983 

第一八坂川橋 大分 fuji12068 

第一八東川橋 鳥取 fuji22107 

第一八東川避溢橋  

鳥取 fuji15107 

第一板橋橋 神奈 fuji45301 

第一飯岡架道橋  

岡山 fuji23038 

第一斐伊川橋 島根 fuji26313 

第一避溢橋 岡山 fuji08020 

第一避溢橋 埼玉 fuji08316 

第一避溢橋 三重 fuji43859 

第一飛騨川橋 岐阜 fuji20105 

第一尾盛橋 静岡 fuji34493 

第一尾白江川橋  

鹿児 fuji13446 

第一尾幌川橋 北海 fuji14479 

第一尾幌川避溢橋  

北海 fuji14658 

第一美々橋 北海 fuji34648 

第一彦山川橋 福岡 fuji30470 

第一姫川橋 長野 fuji26524 

第一標津川橋 北海 fuji28439 

第一苗太呂橋 北海 fuji38967 

第一浜尻橋 群馬 fuji15790 

第一浜田街道架道橋  

島根 fuji14812 

第一浜名橋 静岡 fuji37865 

第一浜面橋 香川 fuji18229 

第一不老橋 香川 fuji18940 

第一富良野川橋  

北海 fuji52983 

第一布辻川橋 北海 fuji24651 

第一舞鶴街道架道橋  

京都 fuji09977 

第一伏篭橋 北海 fuji51509 

第一福井橋 徳島 fuji47952 

第一福井橋架道橋  

東京 fuji23712 

第一福井町橋陸橋  

東京 fuji24244 

第一福島江橋 新潟 fuji48915 

第一平石橋 山形 fuji27499 

第一平川橋 青森 fuji07056 

第一平田川橋 宮城 fuji43552 

第一平野橋 兵庫 fuji18212 

第一平野高架橋  

愛知 fuji30763 

第一米代川橋 岩手 fuji22854 

第一別保川橋 北海 fuji14470 

第一法田架道橋  

愛知 fuji45722 

第一芳田避溢橋  

岡山 fuji11657 

第一豊岡避溢橋  

兵庫 fuji21220 

第一豊富橋（←狢橋）  

青森 fuji08447 

第一房総街道跨線橋  

千葉 fuji13127 

第一北川橋 高知 fuji17587 

第一北川橋 埼玉 fuji53620 

第一北沢橋 長野 fuji27630 

第一北通架道橋  

大阪 fuji20167 

第一北島橋 熊本 fuji06370 

第一牧川橋 京都 fuji12044 

第一堀橋  大分 fuji12074 

第一堀川橋 富山 fuji16855 

第一幌向川橋 北海 fuji13319 

第一本郷橋 福井 fuji15928 

第一本銀町橋高架橋  

東京 fuji17704 

第一本根川橋 徳島 fuji33409 

第一本所橋 新潟 fuji36260 

第一本幌別橋 北海 fuji51876 

第一万納屋橋 岡山 fuji10709 

第一箕田用水橋  fuji04296 

第一無加川橋 北海 fuji12443 

第一毛賀知架道橋  

愛知 fuji45727 

第一網走川橋 北海 fuji17817 

第一網野海道陸橋  

京都 fuji23006 

第一木屋橋 大阪 fuji53351 

第一木古内川橋  

北海 fuji27587 

第一木曽川橋 岐阜 fuji10893 

第一木曽川橋 長野 fuji11629 

第一木津北島架道橋  

大阪 fuji20169 

第一目名川橋 北海 fuji48249 

第一門沢川橋 神奈 fuji34569 

第一野場架道橋  

愛知 fuji45720 

第一柳町橋高架橋  

東京 fuji18178 

第一柳明跨線橋  

神奈 fuji44198 

第一勇知川橋 北海 fuji17247 

第一有楽橋 東京 fuji11621 

第一有楽町架道橋  

東京 fuji36243 

第一有楽町橋高架橋  

東京 fuji36480 

第一有楽町高架  

東京 fuji11515 

第一有明橋 鹿児 fuji43969 

第一湧別川橋 北海 fuji13809 

第一由布川橋 大分 fuji18027 

第一雄勝川橋 秋田 fuji49945 

第一夕張川橋 北海 fuji21939 

第一用水橋 香川 fuji16804 

第一用水橋 栃木 fuji22884 

第一用田橋   fuji45193 

第一養老川橋 千葉 fuji17873 

第一羅天橋 長野 fuji11306 

第一落合橋 長崎 fuji38230 

第一利根川橋 群馬 fuji17201 

第一利根別川橋  

北海 fuji06080 

第一利別川橋 北海 fuji20979 

第一梨平橋 群馬 fuji36852 

第一陸橋  岡山 fuji09933 

第一立川跨線道路橋（山中眼 

鏡橋）   東京 fuji21766 

第一立野川橋 山口 fuji07716 

第一流末川橋 福岡 fuji07289 

第一竜王橋 香川 fuji46991 

第一旅篭橋架道橋  

東京 fuji23983 

第一旅篭町橋陸橋  

東京 fuji24248 

第一両国橋 広島 fuji50990 

第一療養橋 徳島 fuji30437 

第一緑町架道橋  

神奈 fuji15406 

第一冷水橋 福岡 fuji21275 

第一鈴鹿橋 三重 fuji16311 

第一六合川堀橋  

埼玉 fuji09263 

第一和賀川橋 岩手 fuji17257 

第一和戸橋 愛知 fuji52931 

第一和泉原跨線橋  

神奈 fuji44192 

第一和知川橋 京都 fuji11551 

第一葭沢橋 福島 fuji48344 

第九芦田川橋 広島 fuji29313 

第九益田川橋 岐阜 fuji24706 

第九久礼坂橋 高知 fuji53712 

第九宮川橋 岐阜 fuji25690 

第九橋   北海 fuji53558 

第九興部川橋 北海 fuji15739 

第九月田川橋 岡山 fuji22130 

第九厚内川橋 北海 fuji09553 

第九高梁川橋 岡山 fuji20238 

第九号橋  三重 fuji34060 

第九号橋  青森 fuji27216 

第九号橋 北海 fuji14586 

第九黒沢川橋 秋田 fuji15764 

第九十二号橋 北海 fuji09059 

第九西川橋 岡山 fuji20206 

第九茶路川橋 北海 fuji42318 

第九馬淵川橋 岩手 fuji06297 

第九避溢橋 岡山 fuji09940 

第九米代川橋 秋田 fuji22866 

第九別保川橋 北海 fuji14478 

第九利別川橋 北海 fuji11587 

第五ルベシベ川橋  

北海 fuji23678 

第五阿武川橋 山口 fuji14821 

第五芦田川橋 広島 fuji29098 

第五伊佐津川橋  

京都 fuji09982 

第五雨竜川橋 北海 fuji23654 

第五浦幌橋 北海 fuji37837 

第五益田川橋 岐阜 fuji22064 

第五横見避溢橋  

徳島 fuji28015 

第五横瀬架道橋  

埼玉 fuji53632 

第五音更川橋 北海 fuji29517 

第五下姫川橋 新潟 fuji37426 

第五加太川橋 三重 fuji47113 

第五架道橋 岡山 fuji08024 

第五河原田川橋  

石川 fuji26625 

第五割塚高架橋  

兵庫 fuji28092 

第五久慈川橋 茨城 fuji19297 

第五久礼坂橋 高知 fuji53710 

第五宮川橋 岐阜 fuji24718 

第五橋   京都 fuji21434 

第五橋   福岡 fuji37658 

第五橋   北海 fuji30670 

第五橋（→古町橋）  

長崎 fuji00514 

第五興部川橋 北海 fuji15734 

第五琴緒高架橋  

兵庫 fuji28103 

第五空知川橋 北海 fuji12844 

第五熊谷川橋 岡山 fuji22151 

第五穴内川橋 高知 fuji25769 

第五月田川橋 岡山 fuji22126 

第五原田高架橋  

兵庫 fuji27173 



 ９７ 

第五五号橋 北海 fuji09689 

第五厚内川橋 北海 fuji09549 

第五江川橋梁 広島 fuji43654 

第五荒川橋 山形 fuji51392 

第五香東川橋 香川 fuji21570 

第五高梁川橋 岡山 fuji20229 

第五号橋  神奈 fuji18609 

第五号橋  北海 fuji14582 

第五号水路橋 山口 fuji17170 

第五黒沢川橋 秋田 fuji15760 

第五三軒屋架道橋  

大阪 fuji20181 

第五七瀬川橋 山口 fuji18008 

第五十刈橋 岩手 fuji18954 

第五小薮川橋 栃木 fuji21017 

第五松尾川橋 徳島 fuji50430 

第五焼津橋 静岡 fuji45360 

第五水窪川橋 静岡 fuji35367 

第五西川橋 岡山 fuji20200 

第五石狩川橋 北海 fuji16655 

第五千曲川橋 長野 fuji23756 

第五相沢川橋 静岡 fuji05662 

第五大川橋 福島 fuji25602 

第五大歩危橋 徳島 fuji49162 

第五大和川橋 大阪 fuji06057 

第五只見川橋 福島 fuji36845 

第五池田橋 熊本 fuji06368 

第五長谷川橋 徳島 fuji29701 

第五長良川橋 岐阜 fuji21144 

第五天草架道橋  

愛知 fuji45725 

第五東益津橋 静岡 fuji45355 

第五奈良井川橋  

長野 fuji11710 

第五日野川橋 鳥取 fuji16263 

第五馬淵川橋 青森 fuji06385 

第五八坂川橋 大分 fuji12072 

第五鉢地川橋 愛知 fuji52929 

第五避溢橋 岡山 fuji09997 

第五尾幌川橋 北海 fuji14468 

第五姫川橋 長野 fuji37024 

第五平川橋 青森 fuji08296 

第五米代川橋 岩手 fuji22858 

第五別保川橋 北海 fuji14474 

第五豊岡避溢橋  

兵庫 fuji21216 

第五幌向川橋 北海 fuji13323 

第五木古内川橋  

北海 fuji27591 

第五木曽川橋（←第二木曽川 

橋）   長野 fuji11191 

 

第五由布川橋 大分 fuji18031 

第五利根川橋 群馬 fuji17264 

第五利別川橋 北海 fuji11583 

第五留萌川橋 北海 fuji11596 

第五和賀川橋 岩手 fuji15752 

第五和忠川橋   fuji18679 

第三オニセップ川橋  

北海 fuji22840 

第三オンネトマリ川橋  

北海 fuji19272 

第三チョツボシナイ川橋  

北海 fuji23667 

第三ハカイマップ川橋  

北海 fuji21950 

第三プクサクオンネナイ橋  

北海 fuji17812 

第三フラヌ川橋  

北海 fuji08771 

第三ヤセ山橋 長崎 fuji46010 

第三ルベシベ川橋  

北海 fuji23674 

第三阿久和三家跨線橋  

神奈 fuji43825 

第三阿武川橋 山口 fuji14819 

第三旭川橋 秋田 fuji15386 

第三芦原町高架橋  

大阪 fuji41742 

第三綾瀬高架橋  

東京 fuji51528 

第三安平川橋 北海 fuji50168 

第三伊佐津川橋  

京都 fuji09918 

第三伊与喜川橋  

高知 fuji44160 

第三井田川橋 富山 fuji21138 

第三羽黒川橋 山形 fuji08972 

第三雨竜川橋 北海 fuji22741 

第三益田川橋 岐阜 fuji22062 

第三越川橋 三重 fuji46696 

第三越前堰橋 岩手 fuji15748 

第三横見避溢橋  

徳島 fuji28013 

第三横瀬架道橋  

埼玉 fuji53629 

第三音更橋 北海 fuji29516 

第三下川橋 徳島 fuji26685 

第三下内川橋 秋田 fuji08675 

第三下姫川橋 新潟 fuji26611 

第三化山橋 静岡 fuji34497 

第三加古川橋 兵庫 fuji17569 

第三加太川橋 三重 fuji47111 

第三架道橋 岡山 fuji08026 

第三河原田川橋  

石川 fuji26623 

第三花沢川橋 静岡 fuji05716 

第三蟹沢橋 長野 fuji45650 

第三外波架道橋  

新潟 fuji12602 

第三梶ノ迫橋 徳島 fuji26695 

第三割塚高架橋  

兵庫 fuji28090 

第三鎌川橋 秋田 fuji39332 

第三寒狭川橋（弁天橋）  

愛知 fuji23775 

第三久慈川橋 茨城 fuji17863 

第三宮川橋 岐阜 fuji24713 

第三球磨川橋 熊本 fuji11201 

第三牛ケ首橋 富山 fuji19377 

第三橋   京都 fuji21432 

第三橋   福岡 fuji11355 

第三橋   北海 fuji32304 

第三橋（→大井手橋）  

長崎 fuji00520 

第三興部川橋 北海 fuji15731 

第三琴緒高架橋  

兵庫 fuji28101 

第三金山橋（上牟田橋）  

鹿児 fuji03696 

第三空知川橋 北海 fuji12838 

第三熊谷川橋 岡山 fuji21243 

第三穴内川橋（カマケタ橋） 

高知 fuji23831 

第三月田川橋 岡山 fuji22124 

第三建有川橋 北海 fuji47232 

第三元川橋 北海 fuji22821 

第三原田高架橋  

兵庫 fuji28083 

第三跨線橋 山梨 fuji46356 

第三跨線橋 北海 fuji48461 

第三五箇瀬川橋  

宮崎 fuji29562 

第三五十万橋 北海 fuji46277 

第三吾妻川橋 群馬 fuji30912 

第三御徒町橋高架橋  

東京 fuji18186 

第三厚内川橋 北海 fuji09547 

第三向尻橋 岡山 fuji20237 

第三向柳原町橋陸橋  

東京 fuji24240 

第三幸運橋 北海 fuji48688 

第三紅葉川橋 山形 fuji28451 

第三荒川橋 山形 fuji27541 

第三香東川橋 香川 fuji21568 

第三高家川橋 岩手 fuji21977 

第三高原川橋 岐阜 fuji48640 

第三高梁川橋 岡山 fuji20225 

第三号橋  群馬 fuji51790 

第三号橋  神奈 fuji20082 

第三号橋  千葉 fuji16214 

第三号橋  北海 fuji14580 

第三号水路橋 山口 fuji17168 

第三号水路橋 山梨 fuji12393 

第三号陸橋 兵庫 fuji24766 

第三国香高架橋  

兵庫 fuji28095 

第三国縫川橋 北海 fuji20978 

第三黒沢川橋 秋田 fuji15758 

第三今宮陸橋 大阪 fuji04718 

第三今川橋 福岡 fuji07287 

第三根古屋架道橋  

埼玉 fuji53624 

第三佐衛門橋架道橋  

東京 fuji23979 

第三佐衛門町橋陸橋  

東京 fuji24243 

第三佐久間町橋陸橋  

東京 fuji24236 

第三佐用川橋 兵庫 fuji28202 

第三沙流川橋 北海 fuji44795 

第三砂子田橋 福島 fuji43800 

第三砂場橋 富山 fuji22059 

第三才津川橋 秋田 fuji16683 

第三桜川架道橋  

大阪 fuji20386 

第三桜木町架道橋  

神奈 fuji44752 

第三笹子川橋 山梨 fuji09519 

第三札内川橋 北海 fuji20950 

第三三河島架道橋  

東京 fuji44748 

第三三軒屋架道橋  

大阪 fuji20387 

第三山河内橋 徳島 fuji30445 

第三山国川橋 大分 fuji31373 

第三山上橋 山形 fuji18961 

第三四里ケ滝陸橋  

静岡 fuji27650 

第三市川橋 兵庫 fuji07322 

第三字の木橋 大分 fuji47389 

第三鹿池橋 香川 fuji18237 

第三七曲橋 秋田 fuji44060 

第三七瀬川橋 山口 fuji18006 

第三若菜高架橋  

兵庫 fuji28098 

第三手洗川橋 大阪 fuji04715 

第三酒匂川橋 神奈 fuji05657 

第三秋山川橋 栃木 fuji12446 

第三十三閉伊川橋  

岩手 fuji32016 

第三十弗川橋 北海 fuji10020 

第三春日川橋 高知 fuji17375 

第三渚滑古川橋  

北海 fuji15978 

第三小曾戸川橋  

栃木 fuji15395 

第三小谷橋 長崎 fuji50314 

第三松尾川橋 徳島 fuji42613 

第三焼津橋 静岡 fuji45356 

第三上の保川橋  

岐阜 fuji25688 

第三新川橋 北海 fuji16659 

第三神戸橋 北海 fuji33449 

第三神代橋 福島 fuji45257 

第三神代川橋 岡山 fuji22563 

第三水窪川橋 静岡 fuji35365 

第三正法寺橋 滋賀 fuji45405 

第三生田原川橋  

北海 fuji13317 

第三西川橋 岡山 fuji20198 

第三西田橋 鹿児 fuji13101 

第三西灘高架橋  

兵庫 fuji28080 

第三青毛堀橋 埼玉 fuji09262 

第三斉川橋 宮城 fuji49213 

第三石見川橋 鳥取 fuji17344 

第三石狩川橋 北海 fuji07973 

第三川平橋 長崎 fuji49883 

 

第三早川田橋 群馬 fuji13369 

第三相浦川橋 長崎 fuji15559 

第三相川橋 静岡 fuji25724 

第三相沢川橋 静岡 fuji05660 

第三太鼓沢橋 山形 fuji51736 

第三大岡川橋 神奈 fuji45156 

第三大川橋 宮城 fuji36991 

第三大川橋 福島 fuji23589 

第三大川内川橋  

福岡 fuji36056 

第三大谷川橋 宮城 fuji14488 

第三大歩危橋 徳島 fuji49160 

第三大和川橋梁（←上大和川 

橋）   奈良 fuji23626 

第三沢入川橋 岩手 fuji16175 

第三只見川橋 福島 fuji36066 

第三鍛冶町橋高架橋  

東京 fuji18176 

第三智頭川橋 鳥取 fuji16758 

第三池田橋 熊本 fuji14240 

第三中条橋 新潟 fuji40072 

第三朝倉用水橋  

栃木 fuji10691 

第三長川橋 岩手 fuji18557 

第三長谷川橋 徳島 fuji28010 

第三長野川橋 和歌 fuji12630 

第三長良川橋 岐阜 fuji19920 

第三津和野川橋  

島根 fuji16774 

第三鉄橋  大分 fuji17399 

第三殿河内橋 島根 fuji48575 

第三田代川橋 山口 fuji14541 

第三奈良井川橋  

長野 fuji11234 

第三二見川橋 山口 fuji18002 

第三日野川橋 鳥取 fuji16259 

第三波瀬川橋 三重 fuji22081 

第三馬淵川橋 青森 fuji06386 

第三白川橋 北海 fuji21947 

第三八坂川橋 大分 fuji12070 

第三八東川橋 鳥取 fuji22111 

第三鉢地川橋 愛知 fuji52927 

第三斐伊川橋 島根 fuji25759 

第三避溢橋 岡山 fuji07962 

第三飛彈川橋 岐阜 fuji19919 

第三尾幌橋 北海 fuji48677 

第三尾幌川橋 北海 fuji14481 

第三彦山川橋 福岡 fuji30472 
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第三姫川橋 長野 fuji26634 

第三浜尻橋 群馬 fuji15791 

第三浜田街道跨線橋  

島根 fuji14970 

第三浜名橋 静岡 fuji07997 

第三不動川橋   fuji45192 

第三布辻川橋 北海 fuji24653 

第三武庫川橋 兵庫 fuji08281 

第三福田川橋 山口 fuji08995 

第三平川橋 青森 fuji07274 

第三米代川橋 岩手 fuji22856 

第三別山川橋 新潟 fuji12483 

第三別保川橋 北海 fuji14472 

第三峯橋  静岡 fuji35537 

第三豊岡避溢橋  

兵庫 fuji21218 

第三豊田橋 静岡 fuji45363 

第三北川橋 埼玉 fuji53610 

第三北島橋 熊本 fuji06372 

第三牧川橋 京都 fuji12046 

第三幌向川橋 北海 fuji13321 

第三本所橋 新潟 fuji36261 

第三万納屋橋 岡山 fuji14916 

第三名倉橋 群馬 fuji29454 

第三網野海道陸橋  

京都 fuji23004 

第三木古内川橋  

北海 fuji27589 

第三木曽川橋 長野 fuji11631 

第三野地川橋 北海 fuji19026 

第三矢場川橋 栃木 fuji11223 

第三有楽架道橋  

東京 fuji44900 

第三有楽橋 東京 fuji11618 

第三有楽町架道橋  

東京 fuji34473 

第三有楽町橋 東京 fuji44901 

第三有楽町橋高架橋  

東京 fuji34804 

第三有楽町高架  

東京 fuji11517 

第三湧別川橋 北海 fuji15717 

第三湧別川第一避溢橋  

北海 fuji15966 

第三由布川橋 大分 fuji18029 

第三夕張川橋 北海 fuji14783 

第三用水橋 栃木 fuji22887 

第三養老川橋 千葉 fuji18286 

第三落合橋 長崎 fuji38232 

第三利根川橋 群馬 fuji17203 

第三利根別橋 北海 fuji04008 

第三利別橋 北海 fuji36948 

第三利別川橋 北海 fuji11581 

第三陸橋 岡山 fuji09930 

第三立石川橋 大分 fuji11668 

第三留萌川橋 北海 fuji11593 

第三旅篭橋架道橋  

東京 fuji23715 

第三旅篭町橋陸橋  

東京 fuji24250 

第三緑町暗橋 神奈 fuji15483 

第三和泉原跨線橋  

神奈 fuji44194 

第四ニウプ橋 北海 fuji45051 

第四ルベシベ川橋  

北海 fuji23676 

第四阿武川橋 山口 fuji14820 

第四芦原町高架橋  

大阪 fuji41743 

第四芦田川橋 広島 fuji29097 

第四伊佐津川橋  

京都 fuji09981 

第四伊与喜川橋  

高知 fuji51696 

第四井芹川橋 熊本 fuji06285 

第四雨竜川橋 北海 fuji23653 

第四浦幌橋 北海 fuji39833 

第四益田川橋 岐阜 fuji22063 

第四遠山橋 長野 fuji34576 

第四横見避溢橋  

徳島 fuji28014 

第四横瀬架道橋  

埼玉 fuji53630 

第四音更川橋 北海 fuji29572 

第四音更川橋梁  

北海 fuji35319 

第四下植木橋 群馬 fuji26593 

第四下姫川橋 新潟 fuji37425 

第四化山橋 静岡 fuji34498 

第四加太川橋 三重 fuji47112 

第四架道橋 岡山 fuji08025 

第四河原田川橋  

石川 fuji26624 

第四外波架道橋  

新潟 fuji12603 

第四割塚高架橋  

兵庫 fuji28091 

第四樺戸川橋 北海 fuji32302 

第四寒狭川橋（高鉄橋）  

愛知 fuji23776 

第四鬼瀬川橋 岩手 fuji16174 

第四久慈川橋 茨城 fuji19296 

第四宮川橋 岐阜 fuji24714 

第四宮川橋 兵庫 fuji38476 

第四球磨川橋 熊本 fuji17390 

第四牛ケ首橋 富山 fuji19383 

第四境橋  東京 fuji33121 

第四橋   京都 fuji21433 

第四橋   北海 fuji28917 

第四橋（→編笠橋）  

長崎 fuji00540 

第四興部川橋 北海 fuji15733 

第四琴緒高架橋  

兵庫 fuji28102 

第四空知川橋 北海 fuji12839 

第四熊谷川橋 岡山 fuji21240 

第四穴内川橋（ヨボ－シ橋） 

 高知 fuji23830 

第四月田川橋 岡山 fuji22125 

第四建有川橋 北海 fuji47225 

第四原田高架橋  

兵庫 fuji28084 

第四厚内川橋 北海 fuji09548 

第四荒川橋 山形 fuji27542 

第四香東川橋 香川 fuji21569 

第四高原川橋 岐阜 fuji48649 

第四高梁川橋 岡山 fuji20226 

第四号橋  宮城 fuji30774 

第四号橋  神奈 fuji20083 

第四号橋  大分 fuji13592 

第四号橋  北海 fuji14581 

第四号水路橋 山口 fuji17169 

第四号水路橋 山梨 fuji12394 

第四号陸橋 兵庫 fuji24767 

第四黒沢川橋 秋田 fuji15759 

第四今宮町架道橋  

大阪 fuji29422 

第四今川橋 福岡 fuji07254 

第四沙流川橋 北海 fuji45212 

第四砂子田橋 福島 fuji43801 

第四桜川架道橋  

大阪 fuji20177 

第四笹子川橋 山梨 fuji09520 

第四三軒屋架道橋  

大阪 fuji20180 

第四山河内橋 徳島 fuji30446 

第四市川橋 兵庫 fuji07323 

第四七瀬川橋 山口 fuji18007 

第四十刈橋 岩手 fuji18953 

第四小曾戸川橋  

栃木 fuji15396 

第四小薮川橋 栃木 fuji21015 

第四松尾川橋 徳島 fuji44139 

第四焼津橋 静岡 fuji45358 

第四神代川橋 岡山 fuji22565 

第四水窪川橋 静岡 fuji35366 

第四正法寺橋 滋賀 fuji45407 

第四生保内橋 秋田 fuji48070 

第四西川橋 岡山 fuji20199 

第四石見川橋 鳥取 fuji18678 

第四石狩川橋 北海 fuji16654 

第四千曲川橋 長野 fuji26639 

第四川原石橋 広島 fuji09605 

第四船付橋 山口 fuji40423 

第四相川橋 静岡 fuji25726 

第四相沢川橋 静岡 fuji05661 

第四多々良橋 福岡 fuji51874 

第四大川橋 福島 fuji25601 

第四大谷川橋 宮城 fuji14489 

第四大歩危橋 徳島 fuji49161 

第四大和川橋 大阪 fuji23786 

第四只見川橋 福島 fuji36092 

第四長谷川橋 徳島 fuji29700 

第四長流川橋 北海 fuji30021 

第四長良川橋 岐阜 fuji20106 

第四鉄橋  大分 fuji17400 

第四田代川橋 山口 fuji14635 

第四東益津架道橋  

静岡 fuji46036 

第四奈良井川橋  

長野 fuji11709 

第四二俣川跨線道路橋  

神奈 fuji44857 

第四日野川橋 鳥取 fuji16262 

第四馬淵川橋 青森 fuji06293 

第四八坂川橋 大分 fuji12071 

第四鉢地川橋 愛知 fuji52928 

第四避溢橋 岡山 fuji07963 

第四尾幌川橋 北海 fuji14467 

第四彦山川橋 福岡 fuji36057 

第四姫川橋 長野 fuji26635 

第四浜田街道架道橋  

島根 fuji14815 

第四武庫川橋 兵庫 fuji08282 

第四平石川橋 新潟 fuji28359 

第四平川橋 青森 fuji08295 

第四米代川橋 岩手 fuji22857 

第四別保川橋 北海 fuji14473 

第四豊岡避溢橋  

兵庫 fuji21217 

第四豊田橋 静岡 fuji45364 

第四北川橋 埼玉 fuji53612 

第四北島橋 熊本 fuji06373 

第四牧川橋 京都 fuji12048 

第四幌向川橋 北海 fuji13322 

第四木古内川橋  

北海 fuji27590 

第四木曽川橋 長野 fuji11540 

第四有楽町橋高架橋  

東京 fuji34803 

第四有楽町高架  

東京 fuji11518 

第四由布川橋 大分 fuji18030 

第四養老川橋 千葉 fuji20014 

第四利根川橋 群馬 fuji17204 

第四利別橋 北海 fuji36949 

第四利別川橋 北海 fuji11582 

第四留萌川橋 北海 fuji11595 

第四旅篭町橋陸橋  

東京 fuji24251 

第四和泉原跨線橋  

神奈 fuji44195 

第七イタラタラキ川橋  

北海 fuji21943 

第七ルベシベ川橋  

北海 fuji23886 

第七芦田川橋 広島 fuji29105 

第七雨竜川橋梁  

北海 fuji30264 

第七益田川橋 岐阜 fuji22978 

第七下姫川橋 新潟 fuji37023 

第七河原田川橋  

石川 fuji26627 

第七久慈川橋 茨城 fuji21984 

第七宮川橋 岐阜 fuji24721 

第七橋   北海 fuji32900 

第七興部川橋 北海 fuji15736 

第七月田川橋 岡山 fuji22128 

第七原田高架橋  

兵庫 fuji28087 

第七厚狭川橋 山口 fuji10231 

第七厚内川橋 北海 fuji09551 

第七高梁川橋 岡山 fuji20232 

第七号橋  青森 fuji27214 

第七号橋  北海 fuji14584 

第七号橋梁（寸又川橋梁）  

静岡 fuji33667 

第七号陸橋 兵庫 fuji24769 

第七黒沢川橋 秋田 fuji15762 

第七十刈橋 岩手 fuji18956 

第七十五号橋 北海 fuji09058 

第七十四号橋 北海 fuji08672 

第七小繋橋 岩手 fuji38884 

第七小繋川橋 岩手 fuji06294 

第七小繋川橋 青森 fuji31357 

第七水窪川橋 静岡 fuji35370 

第七西川橋 岡山 fuji20202 

第七千曲川橋 長野 fuji23758 

第七只見川橋 福島 fuji36847 

第七長谷川橋 徳島 fuji29703 

第七日野川橋 鳥取 fuji16753 

第七馬淵川橋 岩手 fuji06295 

第七避溢橋 岡山 fuji09935 

第七米代川橋 秋田 fuji22864 

第七別保川橋 北海 fuji14476 

第七由布川橋 大分 fuji18326 

第七利根川橋 群馬 fuji22755 

第七利別川橋 北海 fuji11585 

第七留萌川橋 北海 fuji11598 

第七和忠川橋   fuji18681 

第十一益田川橋  

岐阜 fuji24708 

第十一久慈川橋  

福島 fuji23697 

第十一宮川橋 岐阜 fuji25614 

第十一月田川橋  

岡山 fuji22133 

第十一高梁川橋  

岡山 fuji20240 

第十一高麗川橋  

埼玉 fuji53616 

第十一号橋 北海 fuji16975 

第十一黒沢川橋  

秋田 fuji15766 

第十一西川橋 岡山 fuji20208 

第十一馬淵川橋  

岩手 fuji06298 

第十一米代川橋  
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秋田 fuji22871 

第十一利別川橋  

北海 fuji11589 

第十益田川橋 岐阜 fuji24707 

第十宮川橋 岐阜 fuji25691 

第十橋   北海 fuji46540 

第十九益田川橋  

岐阜 fuji25710 

第十九月田川橋  

岡山 fuji22143 

第十九号橋 北海 fuji36687 

第十九西川橋 岡山 fuji20216 

第十月田川橋 岡山 fuji22131 

第十五益田川橋  

岐阜 fuji25707 

第十五月田川橋  

岡山 fuji22139 

第十五高麗川橋  

埼玉 fuji53287 

第十五号橋 北海 fuji32293 

第十五西川橋 岡山 fuji20212 

第十高梁川橋 岡山 fuji20239 

第十号橋  北海 fuji36678 

第十黒沢川橋 秋田 fuji15765 

第十三益田川橋  

岐阜 fuji25705 

第十三宮川橋 岐阜 fuji25694 

第十三月田川橋  

岡山 fuji22135 

第十三高麗川橋  

埼玉 fuji53286 

第十三号橋 北海 fuji30065 

第十三号道路架道橋  

神奈 fuji22049 

第十三西川橋 岡山 fuji20210 

第十三米代川橋  

秋田 fuji22872 

第十三利別川橋  

北海 fuji11591 

第十四益田川橋  

岐阜 fuji25706 

第十四宮川橋 岐阜 fuji25700 

第十四月田川橋  

岡山 fuji22138 

第十四高麗川橋  

埼玉 fuji53611 

第十四号橋 北海 fuji29799 

第十四号路線架道橋  

神奈 fuji18490 

第十四西川橋 岡山 fuji20211 

第十四米代川橋  

秋田 fuji22873 

第十七益田川橋  

岐阜 fuji25709 

第十七月田川橋  

岡山 fuji22141 

第十七号橋 北海 fuji36685 

第十七西川橋 岡山 fuji20214 

第十西川橋 岡山 fuji20207 

第十二益田川橋  

岐阜 fuji25704 

第十二宮川橋 岐阜 fuji25714 

第十二橋  北海 fuji33459 

第十二橋  北海 fuji46541 

第十二月田川橋  

岡山 fuji22134 

第十二高麗川橋  

埼玉 fuji53614 

第十二号橋 北海 fuji36680 

第十二黒沢川橋  

秋田 fuji15767 

第十二西川橋 岡山 fuji20209 

第十二馬淵川橋  

岩手 fuji06394 

第十二米代川橋  

秋田 fuji22870 

第十二利別川橋  

北海 fuji11590 

第十馬淵川橋 岩手 fuji06393 

第十八益田川橋  

岐阜 fuji26290 

第十八架道橋 岡山 fuji08115 

第十八月田川橋  

岡山 fuji22142 

第十八号橋 北海 fuji36686 

第十八西川橋 岡山 fuji20215 

第十避溢橋 岡山 fuji09938 

第十米代川橋 秋田 fuji22867 

第十利別川橋 北海 fuji11588 

第十留萌川橋 北海 fuji15679 

第十六芦田川橋  

広島 fuji29314 

第十六益田川橋  

岐阜 fuji25708 

第十六月田川橋  

岡山 fuji22140 

第十六号橋 北海 fuji36684 

第十六西川橋 岡山 fuji20213 

第二ウエンザル橋  

北海 fuji37943 

第二オコタンペ橋  

北海 fuji52416 

第二オニセップ川橋  

北海 fuji22841 

第二オンネアバベルベツ川橋 

北海 fuji14653 

第二オンネトマリ川橋  

北海 fuji19271 

第二サツチャルベツ川橋  

北海 fuji21941 

第二ハカイマップ川橋  

北海 fuji21949 

第二プクサクオンネナイ橋  

北海 fuji17811 

第二フラヌ川橋  

北海 fuji08770 

第二ペンケ橋 北海 fuji47222 

第二ヤセ山橋 長崎 fuji44169 

第二ヨシ沢橋 福島 fuji48345 

第二ルベシベ川橋  

北海 fuji20962 

第二阿久和三家跨線橋  

神奈 fuji43824 

第二阿武川橋 山口 fuji14818 

第二旭川橋 秋田 fuji15385 

第二芦原架道橋  

大阪 fuji20172 

第二鮎津橋 神奈 fuji34620 

第二安平橋 北海 fuji37300 

第二伊佐津川橋  

京都 fuji09980 

第二伊与喜川橋  

高知 fuji43938 

第二井田川橋 富山 fuji19382 

第二一巳川橋 北海 fuji17242 

第二陰川橋 兵庫 fuji11245 

第二宇目橋 大分 fuji49416 

第二羽ノ浦橋 徳島 fuji28222 

第二羽曳野高架橋  

大阪 fuji53347 

第二羽黒川橋 山形 fuji08303 

第二雨竜川橋 北海 fuji22824 

第二栄根橋 兵庫 fuji11643 

第二益田川橋 岐阜 fuji20886 

第二越川橋 三重 fuji47109 

第二越前堰橋 岩手 fuji15747 

第二越谷用水堀橋  

埼玉 fuji08321 

第二塩野橋 滋賀 fuji25372 

第二横河川橋 長野 fuji10453 

第二横見避溢橋  

徳島 fuji28012 

第二横山橋 秋田 fuji48333 

第二横瀬架道橋  

埼玉 fuji53631 

第二横田避溢橋  

島根 fuji17046 

第二黄臼内沢橋  

北海 fuji44039 

第二岡用水橋 群馬 fuji13365 

第二沖谷架道橋  

東京 fuji21124 

第二屋敷橋 静岡 fuji45351 

第二音更川橋 北海 fuji28448 

第二音更川陸橋  

北海 fuji28343 

第二下花守橋 静岡 fuji45343 

第二下五反田架道橋  

愛知 fuji45710 

第二下川橋 徳島 fuji26684 

第二下村川橋 京都 fuji09984 

第二下堂架道橋  

岩手 fuji49056 

第二下内川橋 秋田 fuji08301 

第二下姫川橋 新潟 fuji26610 

第二化山橋 静岡 fuji34496 

第二加古川橋 兵庫 fuji12911 

第二加太川橋 三重 fuji46955 

第二加茂川橋 岡山 fuji24385 

第二可愛川梁 広島 fuji43655 

第二架道橋 岡山 fuji08112 

第二架道橋 東京 fuji19517 

第二河原田川橋  

石川 fuji26622 

第二花川戸橋 東京 fuji22943 

第二花渡橋 鹿児 fuji09019 

第二海陸連絡橋（港二号橋） 

神奈 fuji15343 

第二蟹寺橋 富山 fuji23739 

第二蟹沢橋 長野 fuji45169 

第二外波架道橋  

新潟 fuji12601 

第二角館街道架道橋  

秋田 fuji16688 

第二角亀川橋 兵庫 fuji25819 

第二角山橋 北海 fuji49673 

第二梶ノ迫橋 徳島 fuji26694 

第二割塚高架橋  

兵庫 fuji28089 

第二兜川橋 埼玉 fuji25673 

第二釜場橋 岐阜 fuji25693 

第二鴨川橋 埼玉 fuji52839 

第二寒狭川橋 愛知 fuji22073 

第二幹線橋 北海 fuji17838 

第二観月橋 北海 fuji44732 

第二関宮橋 兵庫 fuji47367 

第二岩井橋 愛媛 fuji06880 

第二岩山橋 高知 fuji26482 

第二岩切橋 宮城 fuji51378 

第二岩内橋 北海 fuji41486 

第二貴生川避溢橋  

滋賀 fuji24744 

第二吉井川橋 岡山 fuji16781 

第二吉原橋 福岡 fuji24193 

第二吉田橋 香川 fuji18221 

第二吉田川橋梁  

広島 fuji13885 

第二吉本橋 群馬 fuji22915 

第二吉野川橋 山形 fuji08974 

第二吉野川橋 徳島 fuji26541 

第二久根別橋 北海 fuji44888 

第二久慈橋 茨城 fuji49958 

第二久慈川橋 茨城 fuji17862 

第二久慈川避溢橋  

岩手 fuji21980 

第二久米橋 香川 fuji18234 

第二久保吉架道橋  

大阪 fuji20175 

第二久留喜橋 北海 fuji44415 

第二宮川橋 岐阜 fuji23616 

第二宮川橋 長野 fuji10224 

第二宮前橋 北海 fuji53742 

第二宮仲橋 東京 fuji39016 

第二球磨川橋 熊本 fuji10903 

第二旧渡良瀬橋  

群馬 fuji21003 

第二旧用水堀橋  

埼玉 fuji08324 

第二牛ケ首橋 富山 fuji19376 

第二牛飼橋 滋賀 fuji25367 

第二共栄橋 北海 fuji43756 

第二境川橋 岡山 fuji11662 

第二境平橋 岐阜 fuji22528 

第二橋   京都 fuji21431 

第二橋   鹿児 fuji30467 

第二橋   北海 fuji22595 

第二橋（→高麗橋）  

長崎 fuji00303 

第二橋詰橋 宮崎 fuji34215 

第二橋出橋 熊本 fuji13470 

第二興部川橋 北海 fuji15730 

第二玉川橋 秋田 fuji16687 

第二琴緒高架橋  

兵庫 fuji28100 

第二金洗橋 福島 fuji37191 

第二金倉川橋 香川 fuji16800 

第二金道川橋 香川 fuji12927 

第二九頭龍川橋  

福井 fuji39742 

第二倶登山橋 北海 fuji49742 

第二玖珠川橋 大分 fuji35398 

第二苦土散川橋  

北海 fuji09893 

第二隅田橋 東京 fuji49974 

第二熊谷川橋 岡山 fuji21244 

第二栗ノ木川橋  

新潟 fuji09917 

第二栗林架道橋  

香川 fuji19450 

第二桂川橋 山梨 fuji09518 

第二畦別当橋 長崎 fuji50070 

第二穴内川橋 高知 fuji22170 

第二月田川橋 岡山 fuji22122 

第二剣淵川橋 北海 fuji08670 

第二犬継橋 長崎 fuji50315 

第二犬師駒内川橋  

北海 fuji17610 

第二見通川橋 福島 fuji33993 

第二元川橋 北海 fuji22820 

第二元谷川橋 高知 fuji31179 

第二原田高架橋  

兵庫 fuji28082 

第二源助町高架  

東京 fuji11164 

第二玄川橋 大分 fuji11667 

第二古川橋 岡山 fuji20623 

第二古川橋 北海 fuji15728 

第二古殿橋 大分 fuji15509 



 １００ 

第二古渡橋 鹿児 fuji29864 

第二古野橋 滋賀 fuji26302 

第二古雄物川橋  

秋田 fuji09251 

第二呼谷橋 岡山 fuji39388 

第二跨線橋 山梨 fuji46355 

第二跨線橋 北海 fuji46828 

第二五ケ瀬川橋  

宮崎 fuji27705 

第二五条町高架  

東京 fuji18191 

第二五反田橋 栃木 fuji21006 

第二五明橋 愛媛 fuji52975 

第二吾妻川橋 群馬 fuji30911 

第二後小畑橋 山口 fuji21254 

第二御厨用水橋  

栃木 fuji10689 

第二御徒町橋高架橋  

東京 fuji18185 

第二御坊川橋 香川 fuji18697 

第二御料橋（←無名橋）  

北海 fuji18333 

第二厚内川橋 北海 fuji09546 

第二向尻橋 岡山 fuji20236 

第二向柳原橋架道橋  

東京 fuji23977 

第二向柳原町橋陸橋  

東京 fuji24239 

第二広瀬川橋 宮城 fuji22862 

第二広田川橋 愛知 fuji45721 

第二江戸川橋 千葉 fuji52380 

第二江津橋 島根 fuji22113 

第二江津川橋 山口 fuji20248 

第二江部乙大橋  

北海 fuji51115 

第二甲山避溢橋  

京都 fuji22998 

第二荒川橋 新潟 fuji24589 

第二荒尾川橋 宮城 fuji13815 

第二香東川橋 香川 fuji21567 

第二高下谷橋 鹿児 fuji17727 

第二高家川橋 岩手 fuji21976 

第二高千帆橋 山口 fuji46475 

第二高柱川橋 熊本 fuji17392 

第二高帆橋 山口 fuji34079 

第二高梁川橋 岡山 fuji19437 

第二号橋  群馬 fuji38400 

第二号橋  山口 fuji26672 

第二号橋  神奈 fuji20081 

第二号橋  北海 fuji13930 

第二号水路橋 群馬 fuji16076 

第二号水路橋 山口 fuji17469 

第二号水路橋 山梨 fuji12392 

第二号片桟橋 秋田 fuji43788 

第二号陸橋 兵庫 fuji24765 

第二轟橋  鹿児 fuji48850 

第二国香高架橋  

兵庫 fuji28094 

第二国縫川橋 北海 fuji20977 

第二黒松谷橋 徳島 fuji40286 

第二黒沢川橋 秋田 fuji15757 

第二黒門橋 山口 fuji18132 

第二今宮陸橋 大阪 fuji04717 

第二今川橋 福岡 fuji07253 

第二今泉橋 岩手 fuji24662 

第二今池橋 大阪 fuji21633 

第二昆布川橋 北海 fuji09891 

第二根岸架道橋  

神奈 fuji45313 

第二根古屋架道橋  

埼玉 fuji53625 

第二佐衛門橋架道橋  

東京 fuji23978 

第二佐衛門町橋陸橋  

東京 fuji24242 

第二佐久間町橋陸橋  

東京 fuji24235 

第二佐用川橋 兵庫 fuji28201 

第二佐良山橋 岡山 fuji16779 

第二左靱橋 福島 fuji30143 

第二沙流川橋 北海 fuji45583 

第二砂場橋 富山 fuji22058 

第二砂川橋 秋田 fuji16187 

第二最上川橋 山形 fuji13263 

第二才津川橋 秋田 fuji16682 

第二犀川橋 栃木 fuji05401 

第二斎川橋 宮城 fuji05150 

第二桜川橋 高知 fuji17372 

第二札鶴川橋 北海 fuji22843 

第二札内川橋 北海 fuji10293 

第二三ツ山橋 長崎 fuji49880 

第二三軒屋架道橋  

大阪 fuji20179 

第二三崎町通り架道橋  

東京 fuji09912 

第二三谷川橋 山口 fuji14920 

第二三田川橋 滋賀 fuji13567 

第二三島橋 高知 fuji50447 

第二三毛別川橋  

北海 fuji23656 

第二山王橋 神奈 fuji45942 

第二山王前架道橋  

神奈 fuji53056 

第二山河内橋 徳島 fuji30444 

第二山上橋 山形 fuji18960 

第二四丁河原橋  

静岡 fuji50015 

第二四里ケ滝陸橋  

静岡 fuji27649 

第二市川橋 兵庫 fuji07321 

第二市味橋 山口 fuji20244 

第二志幌橋 北海 fuji46260 

第二志幌橋 北海 fuji46272 

第二紫竹川橋   fuji14114 

第二字の木橋 大分 fuji47008 

第二寺屋敷橋 愛知 fuji45691 

第二鹿池橋 香川 fuji18236 

第二七海川橋 石川 fuji26617 

第二七瀬川橋 山口 fuji18005 

第二七線川橋 北海 fuji17851 

第二室太郎橋 鹿児 fuji18036 

第二篠山川橋 兵庫 fuji45453 

第二篠目川橋 山口 fuji14816 

第二斜里川橋 北海 fuji17822 

第二若菜高架橋  

兵庫 fuji28097 

第二取久美橋 三重 fuji27277 

第二酒田街道架道橋  

秋田 fuji16186 

第二酒匂川橋 神奈 fuji05656 

第二秋山川橋 栃木 fuji13362 

第二秋葉橋高架橋  

東京 fuji18183 

第二十一益田川橋  

岐阜 fuji25713 

第二十一西川橋  

岡山 fuji20218 

第二十益田川橋  

岐阜 fuji25711 

第二十刈橋 岩手 fuji18272 

第二十九閉伊川橋  

岩手 fuji25658 

第二十月田川橋  

岡山 fuji22144 

第二十五閉伊川橋  

岩手 fuji34322 

第二十号橋 北海 fuji43087 

第二十三間川橋  

大阪 fuji04714 

第二十三西川橋  

岡山 fuji20221 

第二十七号橋 北海 fuji43343 

第二十七閉伊川橋  

岩手 fuji25656 

第二十勝川橋 北海 fuji17835 

第二十西川橋 岡山 fuji20217 

第二十二西川橋  

岡山 fuji20219 

第二十八閉伊川橋  

岩手 fuji25657 

第二渋川橋 宮城 fuji12855 

第二出合橋 島根 fuji51472 

第二春日橋 熊本 fuji07074 

第二春日川橋 高知 fuji17374 

第二潤川橋（南田尻橋）  

熊本 fuji38868 

第二渚滑古川橋  

北海 fuji15977 

第二女夫岩橋 愛媛 fuji30903 

第二小国川橋 山形 fuji13830 

第二小崎橋 宮崎 fuji29544 

第二小川橋 北海 fuji38257 

第二小曾戸川橋  

栃木 fuji15394 

第二小谷橋 岐阜 fuji24724 

第二小谷橋 長崎 fuji50313 

第二小鳥原川橋  

広島 fuji27704 

第二小島橋 徳島 fuji44766 

第二小入川橋 秋田 fuji18558 

第二小野橋 滋賀 fuji45404 

第二松ケ峯高架橋  

栃木 fuji22905 

第二松川橋 福島 fuji05185 

第二松尾川橋 徳島 fuji42612 

第二松木川橋 栃木 fuji13271 

第二上下川橋 広島 fuji27080 

第二上条跨線橋  

新潟 fuji22764 

第二上之保川橋  

岐阜 fuji24705 

第二上飯田原跨線橋  

神奈 fuji44197 

第二上野町橋高架橋  

東京 fuji18188 

第二常呂川橋 北海 fuji12442 

第二常呂川避溢橋  

北海 fuji18334 

第二尻別川橋 北海 fuji51593 

第二信楽街道架道橋  

滋賀 fuji25361 

第二新開橋 香川 fuji18226 

第二新見街道陸橋  

岡山 fuji20205 

第二新崎橋 新潟 fuji30601 

第二新川橋 京都 fuji08106 

第二新川橋 島根 fuji15449 

第二新川橋 兵庫 fuji16859 

第二新飯尾川橋  

徳島 fuji47523 

第二神ノ郷架道橋  

愛知 fuji45714 

第二神戸川橋 北海 fuji31482 

第二神瀬橋（不動谷橋）  

三重 fuji46650 

第二神前橋 香川 fuji18934 

第二神宅橋 徳島 fuji53880 

第二神通川橋 富山 fuji21859 

第二仁田原橋 鹿児 fuji14434 

第二垂水橋 鹿児 fuji06761 

第二水窪川橋 静岡 fuji35364 

第二水根橋 東京 fuji33122 

第二水路橋 山口 fuji17495 

第二水路橋 福島 fuji13901 

第二菅生橋 徳島 fuji45465 

第二摺上川橋 福島 fuji05183 

第二是広橋 香川 fuji18926 

第二正法寺橋 滋賀 fuji45183 

第二清水川橋 群馬 fuji29192 

第二清川橋 青森 fuji41187 

第二生田原川橋  

北海 fuji13316 

第二西山橋 徳島 fuji48424 

第二西川橋 岡山 fuji20196 

第二西川橋 新潟 fuji12408 

第二西谷橋 福島 fuji36817 

第二西灘高架橋  

兵庫 fuji28079 

第二青浦橋 島根 fuji16764 

第二青毛堀橋 埼玉 fuji09261 

第二静間川避溢橋  

島根 fuji14532 

第二石見川橋 鳥取 fuji17343 

第二石狩川橋 北海 fuji08124 

第二赤岩橋 福島 fuji41503 

第二赤石通跨線橋  

青森 fuji50504 

第二赤滝橋 山形 fuji51239 

第二折戸橋 岐阜 fuji50725 

第二先之田橋 鹿児 fuji34790 

第二千曳川橋（新）  

青森 fuji51363 

第二千曲川橋 長野 fuji26638 

第二千歳橋 北海 fuji34547 

第二川口橋 福島 fuji37193 

第二川西川橋 香川 fuji20520 

第二川内川橋 鹿児 fuji12536 

第二川平橋 長崎 fuji49882 

第二川俣川橋 山梨 fuji24702 

第二前川橋   fuji08304 

第二層雲峡橋 北海 fuji35184 

第二相浦川橋 長崎 fuji15452 

第二相川橋 静岡 fuji25723 

第二相沢川橋 静岡 fuji05659 

第二増田橋 群馬 fuji05620 

第二多々良橋 福岡 fuji51873 

第二多度志橋 北海 fuji45028 

第二打ケ崎川橋  

秋田 fuji13824 

第二台ノ郷用水橋  

群馬 fuji11225 

第二台温泉架道橋  

岩手 fuji44257 

第二大堰川橋 京都 fuji11544 

第二大間橋 徳島 fuji48428 

第二大橋  北海 fuji52699 

第二大戸川橋 滋賀 fuji31195 

第二大江大橋 兵庫 fuji38028 

第二大行司橋 福岡 fuji36060 

第二大黒橋 徳島 fuji47726 

第二大千瀬川橋  

静岡 fuji25730 

第二大川橋 宮城 fuji36990 

第二大川橋 福島 fuji23588 

第二大川橋 北海 fuji46763 

第二大川内橋 福岡 fuji36055 

第二大谷橋 福井 fuji37111 

第二大谷川橋 宮城 fuji14487 



 １０１ 

第二大竹橋 岡山 fuji22561 

第二大塚架道橋  

愛知 fuji45707 

第二大同橋 岩手 fuji32075 

第二大歩危橋 徳島 fuji26708 

第二大野川橋 大分 fuji16829 

第二大和街道陸橋  

和歌 fuji08714 

第二滝ノ枕橋 埼玉 fuji53283 

第二滝宮川橋 香川 fuji19452 

第二滝室橋 熊本 fuji14835 

第二滝川橋 群馬 fuji15782 

第二只見川橋 福島 fuji30162 

第二谷津橋   fuji45628 

第二誕生寺川橋  

岡山 fuji08015 

第二鍛冶屋窪橋  

青森 fuji35898 

第二鍛冶屋陸橋  

神奈 fuji17289 

第二鍛冶町橋高架橋  

東京 fuji18175 

第二智頭川橋 鳥取 fuji16757 

第二池ノ浦橋 三重 fuji12042 

第二築瀬橋   fuji04893 

第二竹の花橋 静岡 fuji33745 

第二中井手橋 香川 fuji18217 

第二中川橋 福島 fuji35332 

第二中谷橋 東京 fuji44308 

第二中津川橋 岐阜 fuji17309 

第二中堤避溢橋  

千葉 fuji12476 

第二中田跨線道路橋  

神奈 fuji46031 

第二中島架道橋  

徳島 fuji28016 

第二中島水道橋  

大阪 fuji15422 

第二中堀橋 群馬 fuji15788 

第二中野目橋 宮城 fuji50204 

第二中野目橋 山形 fuji50221 

第二朝日橋 北海 fuji36971 

第二長安寺高架橋  

奈良 fuji53438 

第二長江川橋 宮崎 fuji12534 

第二長川橋 岩手 fuji18556 

第二長谷川橋 徳島 fuji28009 

第二長野川橋 和歌 fuji12629 

第二長良川橋 岐阜 fuji19390 

第二鳥居本橋 滋賀 fuji45403 

第二津和野川橋  

島根 fuji16270 

第二天神川橋 島根 fuji11249 

第二天竜川橋 長野 fuji10443 

第二殿河内橋 島根 fuji45458 

第二田崎橋 鹿児 fuji38540 

第二田代川橋 山口 fuji14634 

第二田沢橋 岩手 fuji20984 

第二田端新町跨線線路橋  

東京 fuji51413 

第二電車線橋 三重 fuji12035 

第二渡良瀬川橋  

栃木 fuji12397 

第二都村橋 香川 fuji18921 

第二土師川橋 鳥取 fuji23822 

第二東川橋 愛知 fuji24735 

第二湯瀬橋 秋田 fuji22869 

第二湯檜曾川橋  

群馬 fuji22919 

第二藤塚架道橋  

香川 fuji19446 

第二洞橋  長野 fuji45649 

第二道路架道橋  

大阪 fuji20185 

第二峠川橋 富山 fuji19386 

第二奈良井川橋  

長野 fuji11233 

第二内海橋（石巻大橋）  

宮城 fuji49564 

第二南岡橋 徳島 fuji39275 

第二南蒲生橋 宮城 fuji40032 

第二南境川架道橋  

大阪 fuji20184 

第二南鮫ケ橋通仮橋  

東京 fuji07059 

第二南二番町高架橋  

愛知 fuji45753 

第二楠東橋 大阪 fuji19575 

第二二見橋 山口 fuji17467 

第二二見川橋 山口 fuji18194 

第二二日町橋 岐阜 fuji26292 

第二二俣川跨線道路橋  

神奈 fuji44856 

第二日暮里跨線線路橋  

東京 fuji20843 

第二日野川橋 鳥取 fuji16253 

第二猫坊橋 徳島 fuji26680 

第二波瀬川橋 三重 fuji22080 

第二波石川橋 愛媛 fuji17364 

第二馬淵川橋 青森 fuji06387 

第二馬淵川橋（下り） 

 青森 fuji51364 

第二白井橋 徳島 fuji53515 

第二白山架道橋  

新潟 fuji30616 

第二白川橋 熊本 fuji13433 

第二白沢川橋 徳島 fuji30448 

第二白鳥川橋 京都 fuji09989 

第二八坂川橋 大分 fuji12069 

第二八東川橋 鳥取 fuji22109 

第二八東川避溢橋  

鳥取 fuji15108 

第二板橋橋 神奈 fuji45302 

第二飯岡架道橋  

岡山 fuji23039 

第二斐伊川橋 島根 fuji26314 

第二避溢橋 三重 fuji43860 

第二飛松橋 鹿児 fuji16425 

第二飛彈川橋 岐阜 fuji19918 

第二尾盛橋 静岡 fuji34494 

第二尾白江川橋  

鹿児 fuji13604 

第二尾幌川橋 北海 fuji14480 

第二尾鷲橋 三重 fuji48603 

第二美薗橋 北海 fuji47997 

第二彦山川橋 福岡 fuji30471 

第二姫川橋 長野 fuji26633 

第二標津川橋 北海 fuji28442 

第二苗太呂橋 北海 fuji35413 

第二浜田街道跨線橋  

島根 fuji14969 

第二浜名橋 静岡 fuji37866 

第二浜面橋 香川 fuji18230 

第二不老橋 香川 fuji18941 

第二布辻川橋 北海 fuji24652 

第二武庫川橋 兵庫 fuji08280 

第二舞鶴街道架道橋  

京都 fuji09983 

第二伏篭橋 北海 fuji42133 

第二福井橋 徳島 fuji47953 

第二福井橋架道橋  

東京 fuji23980 

第二福井町橋陸橋  

東京 fuji24245 

第二福田川橋 山口 fuji08994 

第二福迫橋 福島 fuji43796 

第二平井架道橋  

愛知 fuji45700 

第二平川橋 青森 fuji07273 

第二平野橋 兵庫 fuji18213 

第二平野高架橋  

愛知 fuji30764 

第二米代川橋 岩手 fuji22855 

第二別山川橋 新潟 fuji16227 

第二別保川橋 北海 fuji14471 

第二片蓋橋 鹿児 fuji21823 

第二辺母木橋 鹿児 fuji39413 

第二弁天橋（江ノ島大橋）  

神奈 fuji42398 

第二保木橋 山口 fuji40635 

第二芳田避溢橋  

岡山 fuji11656 

第二豊岡避溢橋  

兵庫 fuji21219 

第二豊田橋 静岡 fuji45361 

第二豊富橋 青森 fuji31273 

第二房総街道跨線橋  

千葉 fuji13128 

第二北浦橋 香川 fuji13080 

第二北川橋 高知 fuji17588 

第二北川橋 埼玉 fuji53613 

第二北沢橋 長野 fuji27632 

第二北通架道橋  

大阪 fuji20168 

第二北島橋 熊本 fuji06371 

第二北屯田川橋  

北海 fuji15965 

第二牧川橋 京都 fuji12045 

第二堀川橋 富山 fuji16856 

第二幌向川橋 北海 fuji13320 

第二幌内橋 北海 fuji37931 

第二本銀町橋高架橋  

東京 fuji18171 

第二本所橋  fuji34698 

第二本幌別橋 北海 fuji42102 

第二万之瀬橋 鹿児 fuji39145 

第二万納屋橋 岡山 fuji14632 

第二無加川橋 北海 fuji13314 

第二名古曾川橋  

宮城 fuji05994 

第二名倉橋 群馬 fuji29453 

第二毛賀知架道橋  

愛知 fuji45728 

第二網走川橋 北海 fuji17819 

第二網野海道陸橋  

京都 fuji23005 

第二木古内川橋  

北海 fuji27588 

第二木場田橋 鹿児 fuji15678 

 

第二木曽川橋（→第五木曽川 

橋）   長野 fuji11191 

第二目名川橋 北海 fuji46850 

第二野倉橋 宮城 fuji40488 

第二野沢橋 山形 fuji46106 

第二野地川橋 北海 fuji19025 

第二弥宜田架道橋  

愛知 fuji45729 

第二柳町橋高架橋  

東京 fuji18179 

第二柳明跨線橋  

神奈 fuji44199 

第二勇知川橋 北海 fuji17608 

第二有楽橋 東京 fuji11577 

第二有楽町架道橋  

東京 fuji36242 

第二有楽町橋 東京 fuji11516 

第二有楽町橋高架橋  

東京 fuji36479 

第二有明橋 鹿児 fuji41310 

第二湧別川橋 北海 fuji14149 

第二由布川橋 大分 fuji18028 

第二雄勝川橋 秋田 fuji51390 

第二夕張川橋 北海 fuji22497 

第二用水橋 栃木 fuji22885 

第二養老川橋 千葉 fuji17874 

第二来鳥橋 北海 fuji41177 

第二落合橋 長崎 fuji38231 

第二利根川橋 群馬 fuji17202 

第二利根別川橋  

北海 fuji06081 

第二利平橋 群馬 fuji36853 

第二利別橋 北海 fuji38953 

第二利別川橋 北海 fuji11580 

第二陸橋  岡山 fuji09931 

第二立野川橋 山口 fuji07717 

第二旅篭橋架道橋  

東京 fuji23984 

第二旅篭町橋陸橋  

東京 fuji24249 

第二療養橋 徳島 fuji30438 

第二領地橋 高知 fuji29540 

第二緑町架道橋  

神奈 fuji15407 

第二冷水橋 福岡 fuji21276 

第二六合川堀橋  

埼玉 fuji09264 

第二六番町架道橋  

愛知 fuji44755 

第二和賀川橋 岩手 fuji17200 

第二和戸橋 愛知 fuji52932 

第二和泉原跨線橋  

神奈 fuji44193 

第二和知川橋 京都 fuji11550 

第二眞布橋 北海 fuji45238 

第八芦田川橋 広島 fuji29312 

第八益田川橋 岐阜 fuji22979 

第八下姫川橋 長野 fuji28507 

第八架道橋 岡山 fuji08114 

第八久礼坂橋 高知 fuji53711 

第八宮川橋 岐阜 fuji25689 

第八橋   北海 fuji32901 

第八興部川橋 北海 fuji15737 

第八月田川橋 岡山 fuji22129 

第八厚内川橋 北海 fuji09552 

第八高梁川橋 岡山 fuji20233 

第八号橋  青森 fuji27215 

第八号橋  北海 fuji14585 

第八黒沢川橋 秋田 fuji15763 

第八西川橋 岡山 fuji20204 

第八只見川橋（寄岩橋）  

福島 fuji36848 

第八日野川橋 鳥取 fuji17340 

第八馬淵川橋 岩手 fuji06296 

第八馬淵川橋（線増複線化） 

岩手 fuji50198 

第八避溢橋 岡山 fuji09937 

第八米代川橋 秋田 fuji22865 

第八別保川橋 北海 fuji14477 

第八利根川橋 群馬 fuji22756 

第八利別川橋 北海 fuji11586 

第八留萌川橋 北海 fuji11599 

第百三十二号橋  

北海 fuji09061 

第百七号橋 北海 fuji09060 

第六ルベシベ川橋  

北海 fuji23680 

第六阿武川橋 山口 fuji14822 



 １０２ 

第六芦田川橋 広島 fuji29099 

第六伊佐津川橋  

京都 fuji10094 

第六夷隅川橋 千葉 fuji24679 

第六雨竜川橋梁  

北海 fuji30171 

第六浦幌橋 北海 fuji39837 

第六益田川橋 岐阜 fuji22977 

第六音更川橋 北海 fuji29518 

第六下姫川橋 新潟 fuji37021 

第六河原田川橋  

石川 fuji26626 

第六久慈川橋 茨城 fuji19298 

第六宮川橋 岐阜 fuji24719 

第六橋   京都 fuji21435 

第六橋   北海 fuji37527 

第六橋（→一覧橋）  

長崎 fuji00325 

第六興部川橋 北海 fuji15735 

第六空知川橋 北海 fuji12845 

第六熊谷川橋 岡山 fuji22150 

第六穴内川橋 高知 fuji25768 

第六月田川橋 岡山 fuji22127 

第六原田高架橋  

兵庫 fuji28086 

第六厚内川橋 北海 fuji09550 

第六香東川橋 香川 fuji21571 

第六高梁川橋 岡山 fuji20230 

第六号橋  北海 fuji08773 

第六号陸橋 兵庫 fuji24768 

第六黒沢川橋 秋田 fuji15761 

第六十刈橋 岩手 fuji18955 

第六小牛田橋 宮城 fuji16675 

第六焼津橋 静岡 fuji45362 

第六水窪川橋 静岡 fuji35368 

第六西川橋 岡山 fuji20201 

第六石狩川橋 北海 fuji16656 

第六千曲川橋 長野 fuji23757 

第六大川橋 福島 fuji25664 

第六大和川橋 大阪 fuji06058 

第六只見川橋 福島 fuji36846 

第六池田橋 熊本 fuji06369 

第六長谷川橋 徳島 fuji29702 

第六長良川橋 岐阜 fuji21146 

第六日野川橋 鳥取 fuji17960 

第六馬淵川橋 青森 fuji06384 

第六八坂川橋 大分 fuji12073 

第六避溢橋 岡山 fuji09996 

第六尾幌川橋 北海 fuji15076 

第六尾幌川第一避溢橋  

北海 fuji15203 

第六尾幌川第三避溢橋  

北海 fuji15205 

第六尾幌川第二避溢橋  

北海 fuji15204 

第六平川橋 青森 fuji08297 

第六米代川橋 岩手 fuji22860 

第六別保川橋 北海 fuji14475 

第六由布川橋 大分 fuji18325 

第六利根川橋 群馬 fuji22913 

第六利別川橋 北海 fuji11584 

第六留萌川橋 北海 fuji11597 

第六和忠川橋   fuji18680 

醍醐橋   京都 fuji43479 

醍醐橋   滋賀 fuji14691 

醍醐橋   東京 fuji30798 

鷹の羽橋  佐賀 fuji33054 

鷹ノ橋   東京 fuji35917 

鷹ノ橋   和歌 fuji36617 

鷹の子橋  宮城 fuji39456 

鷹ノ瀬橋   秋田 fuji38391 

鷹ノ巣堰橋(下り)  

群馬 fuji15794 

鷹の巣橋  宮城 fuji36706 

鷹の巣橋  群馬 fuji04348 

鷹ノ巣橋   広島 fuji46468 

鷹ノ巣橋   山梨 fuji37430 

鷹ノ巣橋   鹿児 fuji28063 

鷹の巣橋  北海 fuji35716 

鷹ノ巣橋（←工事名・大嵐橋） 

愛知 fuji35982 

鷹ノ巣谷橋  高知 fuji25767 

鷹羽橋   福岡 fuji26543 

鷹屋橋   広島 fuji06557 

鷹架橋   青森 fuji10529 

鷹岩橋   大分 fuji19879 

鷹橋    埼玉 fuji26895 

鷹師陸橋  鹿児 fuji39960 

鷹取第一架道橋  

兵庫 fuji37133 

鷹匠橋   愛知 fuji53502 

鷹匠橋   茨城 fuji40496 

鷹匠橋   大阪 fuji38611 

鷹匠橋（古館橋）  

神奈 fuji38413 

鷹匠町橋  神奈 fuji33134 

鷹沼橋（→鷹泊橋）  

北海 fuji21668 

鷹栖橋（→旭橋）  

北海 fuji07336 

鷹生橋   岩手 fuji39447 

鷹巣橋   宮城 fuji13005 

鷹巣橋   群馬 fuji01749 

鷹巣橋   秋田 fuji08144 

鷹巣橋   兵庫 fuji23237 

鷹二橋   大阪 fuji38610 

鷹泊橋（←鷹沼橋）  

北海 fuji21668 

鷹泊跨線橋 北海 fuji51120 

鷹泊川橋  北海 fuji18547 

鷹番橋   東京 fuji13548 

鷹野橋   埼玉 fuji27850 

鷹野橋   長野 fuji02806 

鷹野人道橋 神奈 fuji53059 

鷹野大橋  神奈 fuji45534 

鷹野大橋人道橋  

神奈 fuji52550 

鷹巖橋   大分 fuji20808 

滝ノ下橋   高知 fuji23833 

滝ノ岩橋   山形 fuji02621 

滝の宮橋  徳島 fuji13070 

滝ノ橋   宮城 fuji04087 

滝の橋   山形 fuji47640 

滝ノ橋   神奈 fuji20076 

滝ノ股橋   青森 fuji39188 

滝ノ小橋   山形 fuji02622 

滝ノ上橋   山形 fuji26850 

滝の上橋  北海 fuji41035 

滝ノ川橋   岩手 fuji15753 

滝の川橋  神奈 fuji18624 

滝ノ川橋   北海 fuji23679 

滝の沢１号橋 北海 fuji44689 

滝の沢橋  宮城 fuji36841 

滝の沢橋  群馬 fuji12011 

滝の沢橋  山形 fuji26249 

滝ノ沢橋   青森 fuji14010 

滝ノ沢橋   東京 fuji20783 

滝の沢橋  北海 fuji31269 

滝ノ湯橋   北海 fuji38772 

滝の拝橋  和歌 fuji53507 

滝の鼻橋  埼玉 fuji02663 

滝ノ平橋   福島 fuji14497 

滝岡橋   埼玉 fuji09092 

滝下橋   茨城 fuji36093 

滝下橋   熊本 fuji35624 

滝下橋   群馬 fuji28595 

滝下橋   北海 fuji23090 

滝観橋   広島 fuji27330 

滝宮橋   香川 fuji07603 

滝居架道橋 大阪 fuji25391 

滝見橋   岡山 fuji47371 

滝見橋   岩手 fuji28558 

滝見橋   宮城 fuji52793 

滝見橋   群馬 fuji06697 

滝見橋   三重 fuji09404 

滝見橋   山形 fuji24855 

滝見橋   山梨 fuji37708 

滝見橋   神奈 fuji48526 

滝見橋   青森 fuji08139 

滝見橋   千葉 fuji10542 

滝見橋   長野 fuji37339 

滝見橋   奈良 fuji38479 

滝見橋   兵庫 fuji21207 

滝見橋   北海 fuji31072 

滝見谷橋  岩手 fuji06392 

滝元川橋  和歌 fuji34231 

滝原橋   宮城 fuji03514 

滝原橋（野後橋）  

三重 fuji19924 

滝戸橋   静岡 fuji25004 

滝後橋   三重 fuji24344 

滝口橋   北海 fuji42668 

滝山橋   鹿児 fuji47565 

滝山川橋  岡山 fuji23034 

滝山川橋  福島 fuji37616 

滝山川水路橋 広島 fuji37656 

滝山川第一避溢橋  

岡山 fuji23035 

滝山川第二避溢橋  

岡山 fuji23036 

滝上橋   愛知 fuji23207 

滝上橋   北海 fuji39992 

滝上尻橋  島根 fuji26235 

滝尻跨線橋 福島 fuji33731 

滝身橋   北海 fuji51150 

滝瀬橋   徳島 fuji32446 

滝西橋   北海 fuji38820 

滝川橋   茨城 fuji30144 

滝川橋   岩手 fuji04739 

滝川橋   京都 fuji27023 

滝川橋   群馬 fuji05689 

滝川橋   三重 fuji46726 

滝川橋   滋賀 fuji33931 

滝川橋   静岡 fuji32576 

滝川橋   奈良 fuji52954 

滝川橋   福島 fuji09089 

滝川橋   北海 fuji30800 

滝川内橋  鹿児 fuji13092 

滝倉橋   徳島 fuji39391 

滝沢橋   秋田 fuji07543 

滝沢橋   新潟 fuji43467 

滝沢橋   神奈 fuji29945 

滝沢橋   青森 fuji03219 

滝沢橋   長野 fuji48166 

滝沢橋   福島 fuji27500 

滝沢高架橋   fuji52498 

滝沢川架道橋 青森 fuji51914 

滝沢川橋  秋田 fuji16192 

滝沢川橋  青森 fuji49934 

滝沢川橋  長野 fuji08643 

滝沢川橋  福島 fuji37005 

滝沢二号橋 長野 fuji48774 

滝谷橋   三重 fuji39368 

滝谷橋   奈良 fuji35566 

滝谷川橋  岐阜 fuji07308 

滝谷川橋  福島 fuji30163 

滝田橋   兵庫 fuji39881 

滝渡瀬橋  愛媛 fuji16560 

滝道跨線橋 兵庫 fuji12626 

滝之宮橋  愛媛 fuji41583 

滝之橋   神奈 fuji00919 

滝之沢橋  宮城 fuji13327 

滝尾橋   大分 fuji43957 

滝平橋   愛媛 fuji44156 

滝平橋   鹿児 fuji26499 

滝本橋   東京 fuji26516 

滝本橋   和歌 fuji37620 

滝名橋   岩手 fuji27802 

滝野橋   大阪 fuji02149 

滝野橋   東京 fuji23320 

滝野川橋  東京 fuji41059 

滝野大橋（←大正橋）  

兵庫 fuji37776 

滝里大橋  北海 fuji34874 

滝呂橋   岐阜 fuji22307 

瀧尻橋   大阪 fuji22358 

瀧川橋   茨城 fuji29000 

瀧沢川橋  静岡 fuji52606 

瀧谷川橋  福島 fuji33600 

宅熊橋   徳島 fuji16063 

宅野川橋  島根 fuji14407 

宅野島橋  愛知 fuji34172 

拓光橋   北海 fuji35323 

拓見橋   北海 fuji48137 

拓殖橋   北海 fuji36370 

拓新橋   北海 fuji47616 

拓進橋   北海 fuji52749 

拓成橋   北海 fuji36494 

拓南開拓橋 北海 fuji40680 

拓南橋   北海 fuji51144 

拓北橋   北海 fuji37049 

拓門橋   北海 fuji36664 

沢ノ井橋   兵庫 fuji21222 

沢の上橋  北海 fuji38980 

沢ノ川橋   宮城 fuji13328 

沢の前橋  奈良 fuji47909 

沢ノ谷橋   和歌 fuji33938 

沢井第一水路橋  

山梨 fuji10648 

沢井第二水路橋  

山梨 fuji10649 

沢下橋   群馬 fuji50381 

沢下橋   北海 fuji36298 

沢海橋   新潟 fuji05516 

沢海橋   東京 fuji09755 

沢橋    岡山 fuji47713 

沢橋（堀内大橋）  

岩手 fuji53956 

沢戸橋   東京 fuji08934 

沢口橋   岩手 fuji31850 

沢口川橋  新潟 fuji28850 

沢江橋   山口 fuji17355 

沢上陸橋  愛知 fuji33752 

沢尻橋   岐阜 fuji12740 

沢尻橋   宮崎 fuji46254 

沢尻橋   宮城 fuji02970 

沢尻橋   新潟 fuji13276 

沢尻橋（→西光寺橋）  

静岡 fuji35543 

沢水加川橋 静岡 fuji05625 

沢川橋     fuji07276 

沢谷橋   徳島 fuji53131 

沢谷橋   奈良 fuji13228 

沢端川橋  静岡 fuji29248 

沢町橋   鳥取 fuji44581 

沢田橋   岩手 fuji14940 

沢田橋   鹿児 fuji22446 

沢田橋   大阪 fuji36610 



 １０３ 

沢田橋（→太田橋）  

岩手 fuji11779 

沢田沢橋  宮城 fuji13820 

沢渡の渡しの船橋  

岐阜 fuji00192 

沢渡橋   愛媛 fuji21762 

沢渡橋   長野 fuji36867 

沢渡橋（揖斐川橋）  

岐阜 fuji11195 

沢渡川橋  静岡 fuji05726 

沢渡大橋  長野 fuji52912 

沢内橋   宮城 fuji02692 

沢内橋   山形 fuji51783 

沢内橋   秋田 fuji47629 

沢南橋   三重 fuji05540 

沢之神橋  山梨 fuji46358 

沢平橋   岐阜 fuji44516 

沢無田橋  熊本 fuji01703 

沢牟田橋  鹿児 fuji28240 

沢名橋   栃木 fuji50668 

沢野田架道橋 青森 fuji50503 

沢良宜橋  大阪 fuji38023 

濁澄橋   石川 fuji11703 

濁川２号橋  秋田 fuji53009 

濁川３号橋  秋田 fuji53010 

濁川橋   宮崎 fuji13293 

濁川橋   熊本 fuji14741 

濁川橋   山梨 fuji39049 

濁川橋   新潟 fuji46160 

濁川橋   青森 fuji23690 

濁川橋   静岡 fuji41080 

濁川橋   長野 fuji50950 

濁川橋   福島 fuji06846 

濁川橋（→栃原橋）  

三重 fuji44829 

濁沢橋   山梨 fuji40239 

濁沢橋   秋田 fuji47056 

濁谷橋   鳥取 fuji27316 

濁谷橋   奈良 fuji37653 

只越橋   福岡 fuji19238 

只越第一橋 宮城 fuji53002 

只間橋   静岡 fuji36412 

只見川橋  福島 fuji04700 

只見川舟橋 福島 fuji14711 

只子沢橋  福島 fuji40905 

只持橋   愛知 fuji22329 

只川橋   群馬 fuji07837 

只則橋   群馬 fuji06611 

達翁橋   群馬 fuji26878 

達古武川橋 北海 fuji19278 

達曽部橋  岩手 fuji13811 

達田橋   宮城 fuji02721 

達美橋   北海 fuji40780 

達布二号橋 北海 fuji51892 

達磨橋   奈良 fuji09798 

達媚橋   北海 fuji19242 

辰の口橋  愛媛 fuji27356 

辰ノ口橋   宮城 fuji48324 

辰見橋   大阪 fuji10348 

辰己橋   大阪 fuji23650 

辰己橋   東京 fuji32089 

辰己橋   兵庫 fuji10273 

辰己橋   北海 fuji43324 

辰己新橋  東京 fuji36574 

辰己町架道橋 大阪 fuji39083 

辰口橋   福岡 fuji39564 

辰口橋（神田橋）  

石川 fuji33655 

辰口大橋（神田橋）  

石川 fuji29467 

辰新橋   岐阜 fuji46375 

辰成橋   愛媛 fuji48974 

辰石橋（→淀江橋）  

広島 fuji07523 

辰川避溢橋 兵庫 fuji02159 

辰泉橋   富山 fuji38144 

辰沢橋   神奈 fuji31530 

巽橋    愛媛 fuji36535 

巽橋    京都 fuji01127 

巽橋    滋賀 fuji18807 

巽橋    青森 fuji04938 

巽橋    大阪 fuji34590 

巽橋    東京 fuji02547 

巽橋    北海 fuji36973 

巽橋    和歌 fuji24372 

竪川橋   大阪 fuji22813 

竪川橋（新六の橋）  

東京 fuji35343 

棚井橋   岐阜 fuji41710 

棚井田橋  大分 fuji34993 

棚塩橋   福島 fuji13010 

棚下橋（←綾戸橋）  

群馬 fuji13718 

棚橋    東京 fuji42902 

棚橋    福井 fuji36333 

棚沢橋   山梨 fuji15169 

棚沢橋   東京 fuji13305 

棚町大橋  茨城 fuji52820 

棚田橋   岐阜 fuji53074 

棚田橋   広島 fuji37470 

棚尾橋   愛知 fuji06167 

棚部橋   宮城 fuji05154 

棚木橋   福島 fuji14501 

棚野橋   徳島 fuji17579 

棚留橋   北海 fuji52410 

谷ノ平橋   熊本 fuji26490 

谷稲葉川橋 静岡 fuji07892 

谷下橋   宮崎 fuji43114 

谷峨第一橋 神奈 fuji52870 

谷峨第二橋 神奈 fuji52871 

谷間橋   北海 fuji50630 

谷間川橋  徳島 fuji26723 

谷岸橋   徳島 fuji41117 

谷起島橋  岩手 fuji32319 

谷橋    広島 fuji30953 

谷橋    徳島 fuji30450 

谷橋    兵庫 fuji31106 

谷橋    北海 fuji46089 

谷原三之橋 東京 fuji42898 

谷原二之橋 東京 fuji42899 

谷古宇橋  埼玉 fuji18283 

谷戸橋   岐阜 fuji29957 

谷戸橋   神奈 fuji01430 

谷戸橋   福井 fuji25516 

谷戸橋（谷戸口橋）  

福井 fuji41231 

谷戸口橋（谷戸橋）  

福井 fuji41231 

谷後橋   京都 fuji53505 

谷後橋   山梨 fuji52389 

谷御所橋  兵庫 fuji09794 

谷口蔭橋  徳島 fuji35837 

谷口亀井下橋 徳島 fuji50434 

谷口橋   愛媛 fuji19608 

谷口橋   広島 fuji30107 

谷口橋   高知 fuji25776 

谷口橋   鹿児 fuji31385 

谷口橋   徳島 fuji09673 

谷口橋（竹原めがね橋） 

 静岡 fuji07451 

谷口時本上橋 徳島 fuji47520 

谷合橋   岡山 fuji08890 

谷合橋   宮崎 fuji41594 

谷合橋   島根 fuji30557 

谷山橋   東京 fuji02763 

谷山橋   福岡 fuji21506 

谷山川橋  岡山 fuji22119 

谷山川橋  岐阜 fuji07312 

谷寺川橋  福井 fuji07644 

谷住郷橋（→桜江大橋）  

島根 fuji31982 

谷出橋   三重 fuji23215 

谷出橋   福井 fuji50261 

谷尻橋   島根 fuji27197 

谷瀬大橋  奈良 fuji34953 

谷瀬吊橋  奈良 fuji33589 

谷川橋   愛知 fuji49118 

谷川橋   茨城 fuji32142 

谷川橋   岐阜 fuji11317 

谷川橋   熊本 fuji20813 

谷川橋   群馬 fuji00789 

谷川橋   三重 fuji27280 

谷川橋   滋賀 fuji25379 

谷川橋   静岡 fuji10341 

谷川橋   大分 fuji03115 

谷川橋   長野 fuji33046 

谷川橋   鳥取 fuji16250 

谷川橋   島根 fuji28409 

谷川内第二橋 鹿児 fuji24575 

谷前橋   徳島 fuji40428 

谷村一号橋 北海 fuji44227 

谷村橋   山梨 fuji52561 

谷村橋   北海 fuji42822 

谷沢橋   群馬 fuji24886 

谷沢川橋  東京 fuji21122 

谷地橋   山形 fuji30408 

谷地橋   秋田 fuji47786 

谷地沢橋  秋田 fuji16678 

谷地中橋  山形 fuji24426 

谷地田橋  山形 fuji47262 

谷地田川橋 山形 fuji15082 

谷地頭跨線橋 岩手 fuji50510 

谷築橋   東京 fuji35916 

谷中橋   神奈 fuji05139 

谷中橋   東京 fuji35036 

谷津橋   静岡 fuji40252 

谷津橋   千葉 fuji48354 

谷津高架橋 千葉 fuji48353 

谷津坂跨線橋 神奈 fuji53062 

谷津作橋  福島 fuji14496 

谷津田川橋 福島 fuji40491 

谷津二の橋 神奈 fuji20582 

谷塚仲町架道橋  

埼玉 fuji53543 

谷田橋   滋賀 fuji44202 

谷田川橋  群馬 fuji00546 

谷田川橋  埼玉 fuji20837 

谷田川橋  福島 fuji24861 

谷道橋   香川 fuji47954 

谷道川橋  香川 fuji21266 

谷内橋   石川 fuji38727 

谷之口橋  鹿児 fuji49428 

谷之城橋  宮崎 fuji43044 

谷波寄橋  大分 fuji40441 

谷尾川橋  山口 fuji14637 

谷本第二高架橋  

神奈 fuji51744 

谷和原大橋 茨城 fuji41973 

狸橋    京都 fuji29270 

狸橋    東京 fuji24792 

狸穴橋   大分 fuji47737 

樽ケ橋   新潟 fuji19861 

樽ケ橋   石川 fuji53786 

樽の羽橋  静岡 fuji34503 

樽井高架橋 神奈 fuji51751 

樽屋橋   大阪 fuji20154 

樽見橋   岐阜 fuji36592 

樽見橋   兵庫 fuji17330 

樽床橋   広島 fuji37259 

樽川橋   長野 fuji05196 

樽谷橋   岐阜 fuji39508 

丹羽橋   北海 fuji35011 

丹永橋   愛媛 fuji41119 

丹下川橋  愛知 fuji45706 

丹花橋   長崎 fuji05094 

丹過橋   福岡 fuji01664 

丹過橋   福島 fuji33839 

丹後橋   京都 fuji50752 

丹生橋   山形 fuji03271 

丹生橋   奈良 fuji25103 

丹生橋   和歌 fuji09236 

丹生川橋  山形 fuji05483 

丹生川橋  滋賀 fuji32162 

丹生川橋  和歌 fuji17791 

丹生川大橋 山形 fuji43275 

丹生大橋  福井 fuji49484 

丹生大橋  和歌 fuji37741 

丹生谷橋（仁宇谷橋）  

徳島 fuji29047 

丹生附橋  鹿児 fuji16592 

丹沢橋   山梨 fuji09229 

丹谷谷橋  徳島 fuji29434 

丹鶴橋   福島 fuji13949 

丹藤橋   岩手 fuji36952 

丹縄橋   東京 fuji18910 

丹南橋   大阪 fuji49329 

丹南橋   兵庫 fuji35800 

丹波橋   京都 fuji18810 

丹波大橋  京都 fuji51300 

丹波島橋  長野 fuji02023 

丹波島橋  長野 fuji23578 

丹保一号橋 山梨 fuji52123 

丹鳴橋   北海 fuji40937 

丹陽高架橋   fuji45860 

丹繩橋   東京 fuji29846 

担橋    福島 fuji21293 

旦過橋   福岡 fuji18147 

旦橋 山口 fuji28292 

旦渡橋   滋賀 fuji24828 

旦土橋   岡山 fuji14968 

旦土小橋  岡山 fuji34739 

旦土大橋  岡山 fuji26121 

淡月橋   岡山 fuji14699 

淡島の石橋 東京 fuji00204 

淡墨橋   岐阜 fuji35921 

淡輪川橋  大阪 fuji08010 

炭屋橋   大阪 fuji03341 

炭屋橋   東京 fuji01788 

炭山川橋  北海 fuji34454 

炭酸橋   北海 fuji49756 

炭住橋   北海 fuji42214 

炭小屋沢橋 長野 fuji27624 

炭床橋   鹿児 fuji20822 

炭焼川橋  愛知 fuji08003 

炭水橋   北海 fuji50847 

炭谷橋   東京 fuji03859 

短冊橋   徳島 fuji11460 

端間橋   福岡 fuji37148 

端駈橋   奈良 fuji19867 

端建蔵橋  大阪 fuji03076 

端午橋   神奈 fuji19685 

端尻橋   島根 fuji47926 

端神端   群馬 fuji46141 

端川橋   滋賀 fuji25054 

端大橋（立岩大橋）  

福岡 fuji38342 

端野橋   北海 fuji38950 

端野新川橋 北海 fuji17232 



 １０４ 

端野大橋  北海 fuji48155 

胆振線陸橋 北海 fuji49186 

胆沢橋   岩手 fuji44738 

胆沢川橋（→再巡橋）  

岩手 fuji02477 

胆沢川橋（←半入橋）  

岩手 fuji27386 

誕生寺橋  岡山 fuji20406 

鍛高橋   北海 fuji40013 

鍛冶屋カ瀬橋 岡山 fuji02013 

鍛冶屋下の橋 熊本 fuji00984 

鍛冶屋橋  愛知 fuji39515 

鍛冶屋橋  宮城 fuji02508 

鍛冶屋橋  群馬 fuji40368 

鍛冶屋橋  香川 fuji18250 

鍛冶屋橋  山梨 fuji39747 

鍛冶屋坂水路橋  

山梨 fuji15301 

鍛冶屋自然石橋  

熊本 fuji07298 

鍛冶屋上の橋 熊本 fuji00982 

鍛冶屋谷橋 広島 fuji30692 

鍛冶屋谷橋 徳島 fuji26689 

鍛冶屋中の橋 熊本 fuji00983 

鍛冶屋敷第一橋  

神奈 fuji52335 

鍛冶屋敷第三橋  

神奈 fuji52334 

鍛冶屋敷第二橋  

神奈 fuji52629 

鍛冶架道橋 滋賀 fuji05786 

鍛冶橋   岐阜 fuji07094 

鍛冶橋   三重 fuji31447 

鍛冶橋   山形 fuji03840 

鍛冶橋   新潟 fuji33301 

鍛冶橋   長野 fuji16308 

鍛冶橋   東京 fuji02405 

鍛冶橋   北海 fuji48214 

鍛冶橋   和歌 fuji03637 

鍛冶橋架道橋 東京 fuji32554 

鍛冶谷沢橋 宮城 fuji52524 

鍛冶町橋  三重 fuji07398 

鍛冶町橋  島根 fuji16953 

鍛冶町川橋 山形 fuji12860 

団栗橋   京都 fuji04712 

団栗疏水橋 京都 fuji43294 

団子橋   岐阜 fuji23412 

団子橋（誉水橋）  

香川 fuji20729 

団子沢橋  宮城 fuji03803 

壇ノ原橋   宮城 fuji41628 

壇渓橋   愛知 fuji34177 

弾正橋   東京 fuji02889 

弾正橋   栃木 fuji34898 

檀の上橋  福岡 fuji16918 

檀廻橋   山形 fuji16692 

段ノ越橋   秋田 fuji13626 

段原橋   熊本 fuji14241 

段原橋   島根 fuji04599 

段向橋   静岡 fuji42946 

段尻橋   広島 fuji40628 

段塔橋   長崎 fuji01364 

段之坂橋  京都 fuji27020 

男ノ子眼鏡橋 福岡 fuji07038 

男橋    愛知 fuji25017 

男橋    長野 fuji38074 

男橋    東京 fuji04969 

男山ケ－ブル鉄橋  

京都 fuji35375 

男山索道橋 京都 fuji18507 

男神橋   秋田 fuji43189 

男成橋   熊本 fuji13757 

男成川目鑑橋（→聖橋）  

熊本 fuji01147 

男里川橋  大阪 fuji07701 

男立橋   高知 fuji44633 

 

… チ … 
 

知永橋   愛媛 fuji48435 

知恩院南門前橋  

京都 fuji00347 

知久平橋  長野 fuji08289 

知駒内橋  北海 fuji48457 

知原橋   岐阜 fuji17138 

知床大橋  北海 fuji49506 

知清橋   愛媛 fuji18302 

知西別橋  北海 fuji36980 

知谷橋   島根 fuji05924 

知茶布一号橋 北海 fuji34873 

知茶布橋  北海 fuji31214 

知茶布三号橋 北海 fuji35703 

知茶布四号橋 北海 fuji35704 

知茶布二号橋 北海 fuji35702 

知道橋   新潟 fuji25318 

知内橋   北海 fuji06839 

知内川橋  滋賀 fuji07586 

知布橋   北海 fuji30300 

知布別橋  北海 fuji40007 

知来跨線橋 北海 fuji49900 

知来別橋  北海 fuji39848 

知来別五号橋 北海 fuji44681 

知来別三号橋 北海 fuji48001 

知来別四号橋 北海 fuji40695 

知来別二号橋 北海 fuji42685 

知来別六号橋 北海 fuji35887 

知立跨線橋 愛知 fuji32603 

知立高架  愛知 fuji17032 

知良々橋  滋賀 fuji47506 

知呂布橋  北海 fuji51169 

地王堂橋  新潟 fuji30033 

地王道橋  新潟 fuji29763 

地久橋   北海 fuji43353 

地久子川避溢橋  

富山 fuji27884 

地獄橋   青森 fuji23094 

地獄橋   千葉 fuji23966 

地獄沢水路橋 福島 fuji15854 

地獄谷橋  愛媛 fuji06881 

地獄谷橋  大分 fuji44174 

地子木町橋 富山 fuji07851 

地震滝橋  長野 fuji50924 

地切山橋（千切山橋）  

徳島 fuji20728 

地蔵院川橋 奈良 fuji25102 

地蔵越橋  愛媛 fuji31946 

地蔵下橋  岐阜 fuji47867 

地蔵橋   愛知 fuji38320 

地蔵橋   愛媛 fuji27100 

地蔵橋   岡山 fuji24380 

地蔵橋   岐阜 fuji24030 

地蔵橋   宮城 fuji04081 

地蔵橋   熊本 fuji01118 

地蔵橋   群馬 fuji36386 

地蔵橋   香川 fuji13692 

地蔵橋   佐賀 fuji16349 

地蔵橋   山梨 fuji40236 

地蔵橋   秋田 fuji41633 

地蔵橋   神奈 fuji51803 

地蔵橋   大阪 fuji41887 

地蔵橋   東京 fuji02123 

地蔵橋   徳島 fuji16937 

地蔵橋   福島 fuji51051 

地蔵橋   北海 fuji39171 

地蔵元橋  大分 fuji34784 

地蔵坂通り架道橋  

東京 fuji49975 

地蔵寺橋  香川 fuji39557 

地蔵寺橋  高知 fuji47000 

地蔵川橋  香川 fuji36455 

地蔵川橋  福島 fuji45605 

地蔵前橋  東京 fuji02785 

地蔵湯橋  兵庫 fuji19580 

地蔵堂橋  群馬 fuji05615 

地蔵堂橋  新潟 fuji37223 

地蔵野橋  岐阜 fuji50009 

地中向橋  徳島 fuji31811 

地頭名橋  香川 fuji18242 

地徳跨線橋 福岡 fuji21650 

地南甫橋  和歌 fuji19059 

地方橋   東京 fuji21078 

地方新橋  東京 fuji21114 

地友橋   大阪 fuji48797 

智頭橋（藪片原橋）  

鳥取 fuji00207 

智徳橋   広島 fuji16864 

智北１４線橋 北海 fuji15151 

池の奥（１）橋 愛媛 fuji44152 

池の原橋  山梨 fuji40790 

池の原橋  大分 fuji26182 

池ノ上跨線橋 大分 fuji47978 

池の尻橋  山梨 fuji41874 

池ノ谷林道５号橋  

大分 fuji52231 

池の島橋  長野 fuji24963 

池ノ堂橋   青森 fuji45893 

池下橋   神奈 fuji12481 

池久保北橋 徳島 fuji35602 

池郷橋   奈良 fuji10356 

池穴橋   奈良 fuji22687 

池月架道橋 東京 fuji21119 

池原橋   奈良 fuji20896 

池口橋   栃木 fuji14840 

池在橋   大分 fuji17183 

池山桟道橋 宮崎 fuji48454 

池州橋   滋賀 fuji27290 

池上橋   熊本 fuji06374 

池上橋   神奈 fuji27866 

池上橋   静岡 fuji10495 

池上橋   東京 fuji28458 

池上橋   兵庫 fuji45785 

池上線架道橋 東京 fuji29051 

池上線跨線線路橋  

東京 fuji19320 

池城橋   沖縄 fuji01071 

池尻架道橋 徳島 fuji08344 

池尻橋   岐阜 fuji24029 

池尻橋   京都 fuji20125 

池尻橋   香川 fuji19454 

池尻橋   静岡 fuji12283 

池尻橋   東京 fuji03868 

池尻橋   富山 fuji27877 

池尻橋   福島 fuji51245 

池尻橋   和歌 fuji29291 

池盛橋   広島 fuji32399 

池川橋   沖縄 fuji25438 

池川橋   滋賀 fuji27016 

池川橋   富山 fuji22298 

池船橋   大分 fuji04326 

池袋架道橋 東京 fuji39018 

池谷橋   鹿児 fuji20659 

池田（矼）橋 沖縄 fuji00698 

池田栄橋  北海 fuji48195 

池田橋   愛媛 fuji12317 

池田橋   茨城 fuji21338 

池田橋   熊本 fuji04434 

池田橋   三重 fuji07190 

池田橋   静岡 fuji04388 

池田橋   大阪 fuji17951 

池田橋   大分 fuji34989 

池田橋   富山 fuji17626 

池田橋   福岡 fuji08232 

池田橋   北海 fuji41488 

池田跨線橋 北海 fuji48198 

池田高架橋 大阪 fuji52483 

池田松川橋（→高瀬川大橋） 

長野 fuji27752 

池田川橋  福岡 fuji25201 

池田川大橋 香川 fuji42632 

池田大橋  北海 fuji40830 

池田矼（橋） 沖縄 fuji00086 

池島橋   神奈 fuji23995 

池島川橋  宮崎 fuji12535 

池頭橋   鹿児 fuji39308 

池乃口橋  富山 fuji31137 

池之園橋  鹿児 fuji43968 

池之島橋  新潟 fuji17546 

池売橋   北海 fuji28133 

池売小橋  北海 fuji43740 

池部橋   大分 fuji53917 

池峰橋   神奈 fuji33889 

稚魚橋   北海 fuji44230 

稚児橋   新潟 fuji38286 

稚児橋（→藁科橋）  

静岡 fuji01874 

稚内跨線橋 北海 fuji42199 

置杵牛橋  北海 fuji48702 

置戸一号橋 北海 fuji38871 

置賜橋   山形 fuji19756 

遅の沢橋  宮城 fuji52067 

遅川仮橋  宮城 fuji02719 

遅沢橋   群馬 fuji26877 

遅谷橋   徳島 fuji30440 

築井大橋  神奈 fuji31201 

築元橋   東京 fuji28847 

築止橋   愛知 fuji42010 

築寿橋   愛媛 fuji03099 

築拾橋   岐阜 fuji45663 

築出橋   愛知 fuji10210 

築瀬橋   岡山 fuji27067 

築瀬橋   東京 fuji36820 

築沢橋   宮城 fuji42841 

築地橋   愛知 fuji47692 

築地橋   香川 fuji25412 

築地橋   山口 fuji46230 

築地橋   神奈 fuji13378 

築地橋   東京 fuji03002 

築地橋   和歌 fuji07595 

築地原水路橋１号  

宮崎 fuji12783 

築地口第一跨線橋  

愛知 fuji43257 

築地高架橋 愛知 fuji51002 

築島橋   東京 fuji22035 

築島橋   兵庫 fuji07200 

築島橋（旧） 兵庫 fuji09790 

築南橋   東京 fuji20477 

築別橋   北海 fuji22196 

築留橋   大阪 fuji28680 

竹ケ谷橋  徳島 fuji21478 

竹ケ鼻橋  岐阜 fuji22312 

竹ケ鼻橋  滋賀 fuji05634 

竹の下橋  宮崎 fuji33561 

竹の下橋  広島 fuji33593 

竹の下跨線橋 大分 fuji45208 

竹ノ元橋   鹿児 fuji42186 

竹の腰橋  長野 fuji22626 

竹の首橋  大分 fuji33284 



 １０５ 

竹の首潜橋 大分 fuji50320 

竹の川橋  高知 fuji44771 

竹の沢橋  宮城 fuji30833 

竹の島橋  静岡 fuji21623 

竹の内橋  宮城 fuji33728 

竹の内橋  福島 fuji12112 

竹ン沢橋  群馬 fuji41360 

竹井橋   群馬 fuji31778 

竹浦橋   北海 fuji34609 

竹越橋   群馬 fuji29759 

竹岡川橋  千葉 fuji14188 

竹屋橋   鹿児 fuji44183 

竹屋橋   東京 fuji29650 

竹下橋   岡山 fuji47933 

竹下橋   鹿児 fuji09514 

竹花橋   埼玉 fuji23330 

竹花橋（海川橋）  

新潟 fuji03024 

竹萱橋   群馬 fuji47805 

竹瓦橋   茨城 fuji08157 

竹岩橋   長崎 fuji39567 

竹居橋   山梨 fuji44101 

竹橋    愛知 fuji46203 

竹橋    岐阜 fuji12152 

竹橋    東京 fuji02094 

竹串避溢橋 大阪 fuji02426 

竹桑田橋  愛知 fuji39517 

竹原めがね橋（谷口橋・眼鏡 

石橋）   静岡 fuji07451 

竹原橋   愛知 fuji38453 

竹原橋   高知 fuji20431 

竹原橋   三重 fuji23219 

竹原橋   福島 fuji13516 

竹原橋   和歌 fuji38697 

竹原日本橋 広島 fuji27331 

竹原発電所水路橋  

三重 fuji17034 

竹市橋   鳥取 fuji05069 

竹芝橋（芝浦第一鉄橋）  

東京 fuji16851 

竹重橋   徳島 fuji39547 

竹信橋   島根 fuji25270 

竹森橋   東京 fuji04763 

竹生橋   滋賀 fuji25049 

竹石高架橋 千葉 fuji52844 

竹川橋   北海 fuji18267 

竹泉橋   神奈 fuji20057 

竹谷橋   三重 fuji47114 

竹谷川橋  島根 fuji26746 

竹中橋（筒井大橋？）  

大分 fuji34236 

竹田橋   京都 fuji10096 

竹田橋   香川 fuji36634 

竹田橋   大阪 fuji20380 

竹田橋   大分 fuji18157 

竹田橋   鳥取 fuji04827 

竹田橋（→豊岡橋）  

大分 fuji10677 

竹田高架橋 京都 fuji44003 

竹田神社橋 鹿児 fuji19869 

竹田川橋  鳥取 fuji26535 

竹田川橋  福井 fuji07698 

竹田第一橋 京都 fuji43874 

竹田第三橋 京都 fuji43482 

竹田第二橋 京都 fuji43873 

竹島一号橋 大阪 fuji50873 

竹島橋   愛知 fuji24047 

竹島橋   福島 fuji14503 

竹内橋   宮城 fuji03528 

竹之下川橋（→岳下橋）  

宮崎 fuji13312 

竹之下川橋（大橋）  

宮崎 fuji00487 

竹之牧橋  熊本 fuji01479 

竹馬橋   福岡 fuji00048 

竹迫橋   熊本 fuji26218 

竹迫橋   鹿児 fuji23843 

竹鳩橋   宮崎 fuji36474 

竹飯橋   福岡 fuji22586 

竹尾橋   大分 fuji39570 

竹鼻沢橋  新潟 fuji12597 

竹平橋   徳島 fuji50607 

竹並橋   岐阜 fuji49295 

竹房橋   和歌 fuji20897 

竹本橋   香川 fuji45986 

竹野新橋  兵庫 fuji30229 

竹野川大橋 京都 fuji40599 

竹有橋   佐賀 fuji41789 

竹林橋   群馬 fuji04527 

竹林寺八千代橋  

広島 fuji38616 

筑後川橋  福岡 fuji12722 

筑後川橋(片ノ瀬橋)  

福岡 fuji18368 

筑後川昇開橋 佐賀 fuji24460 

筑後川船橋(長門石橋)  

福岡 fuji07950 

筑後陸橋  福岡 fuji51708 

筑紫橋   福岡 fuji10137 

筑紫橋   北海 fuji36834 

筑紫跨線橋 福岡 fuji21649 

筑紫陸橋  福岡 fuji21270 

筑真橋   茨城 fuji29753 

筑前橋   大阪 fuji02145 

筑地橋   愛知 fuji46399 

筑波スカイライン七号橋  

茨城 fuji46705 

筑波見橋  埼玉 fuji08438 

筑波山神社神橋  

茨城 fuji00250 

筑摩橋   長野 fuji19050 

秩父橋   埼玉 fuji04888 

秩父橋   北海 fuji51361 

秩父湖橋  埼玉 fuji41926 

茶の木橋  新潟 fuji38292 

茶安別橋  北海 fuji46843 

茶円橋   鹿児 fuji39581 

茶園橋   大阪 fuji21206 

茶園谷橋  徳島 fuji49156 

茶屋ケ鼻橋  大分 fuji38812 

茶屋の橋  大分 fuji44373 

茶屋の元橋 福岡 fuji08494 

茶屋ノ瀬橋  大分 fuji43033 

茶屋橋   愛媛 fuji04613 

茶屋橋   大分 fuji36648 

茶屋原橋  福岡 fuji02054 

茶屋跨線橋 兵庫 fuji53359 

茶屋川橋  三重 fuji07186 

茶屋川橋  山口 fuji14831 

茶屋川橋  福岡 fuji25833 

茶屋川橋  北海 fuji52692 

茶屋沢橋  群馬 fuji12449 

茶屋町橋  神奈 fuji01994 

茶屋町橋  福岡 fuji06253 

茶屋町橋  北海 fuji44030 

茶屋町高架橋 大阪 fuji53683 

茶屋町第一架道橋  

大阪 fuji18658 

茶屋町第二架道橋  

大阪 fuji18659 

茶釜川橋  滋賀 fuji47507 

茶郷橋   新潟 fuji51969 

茶志内一号橋 北海 fuji50098 

茶志内橋  北海 fuji34652 

茶志別橋  北海 fuji37681 

茶俊内川橋 北海 fuji22836 

茶積橋   三重 fuji40868 

茶村橋   福岡 fuji19159 

茶谷橋   岡山 fuji22566 

茶堂橋   徳島 fuji33777 

茶免橋   東京 fuji31525 

茶良瀬橋  北海 fuji45070 

茶蓮川橋  佐賀 fuji08766 

茶路川橋  北海 fuji09542 

中ケ市橋  愛媛 fuji26211 

中ツ川橋  群馬 fuji17274 

中ノ関橋   山口 fuji24162 

中の宮橋  香川 fuji28226 

中ノ橋   沖縄 fuji08722 

中の橋   岩手 fuji00190 

中ノ橋   宮城 fuji02717 

中ノ橋   熊本 fuji18879 

中ノ橋   高知 fuji29331 

中の橋   佐賀 fuji09017 

中ノ橋   三重 fuji41407 

中ノ橋   山形 fuji10785 

中ノ橋   秋田 fuji04952 

中ノ橋   新潟 fuji38285 

中の橋   神奈 fuji00786 

中ﾉ橋    青森 fuji12655 

中の橋   石川 fuji09387 

中の橋   長崎 fuji25579 

中の橋   富山 fuji00300 

中の橋   福岡 fuji37795 

中ノ橋   北海 fuji30298 

中の橋（→七井橋）  

東京 fuji33883 

中の橋（→放出大橋）  

大阪 fuji06537 

中の橋（安達橋）  

福島 fuji01104 

中の橋（工兵橋）  

東京 fuji24587 

中ノ郷橋   京都 fuji20370 

中ノ郷用水橋 静岡 fuji05700 

中の口川橋 新潟 fuji17779 

中ノ合橋   静岡 fuji12288 

中の瀬橋  岡山 fuji22379 

中ノ瀬橋   熊本 fuji03363 

中ノ瀬橋   富山 fuji32809 

中の川２号橋 北海 fuji52252 

中の川３号橋 北海 fuji50854 

中の川６号橋 北海 fuji47432 

中ノ川橋   三重 fuji13158 

中ノ川橋   山形 fuji03466 

中ノ川橋   滋賀 fuji00808 

中の川橋  北海 fuji16496 

中の川大橋 北海 fuji46799 

中の川内橋 熊本 fuji13246 

中ノ台橋   秋田 fuji23503 

中の大橋  島根 fuji49356 

中ノ沢橋   静岡 fuji27654 

中ノ沢橋   福島 fuji36998 

中の沢橋  北海 fuji40011 

中の棚橋  鳥取 fuji48018 

中ノ谷橋   高知 fuji22171 

中ノ町橋   京都 fuji10347 

中ノ渡橋   群馬 fuji08160 

中ノ島橋   茨城 fuji20310 

中の島橋  京都 fuji48939 

中ノ島橋   大分 fuji34786 

中の島橋  長野 fuji22625 

中ノ島橋   福岡 fuji29793 

中の島陸橋 和歌 fuji22097 

中の畑橋  島根 fuji41560 

中ノ俣橋   和歌 fuji16061 

中の又三の橋 岩手 fuji34149 

中の又ーの橋 岩手 fuji34147 

中愛別橋  北海 fuji43250 

中愛別跨線橋 北海 fuji43392 

中悪水橋  埼玉 fuji21049 

中鮎喰橋  徳島 fuji33257 

中伊豆橋  静岡 fuji42426 

中井架道橋 愛知 fuji45732 

中井橋   岡山 fuji19486 

中井橋   岩手 fuji02680 

中井橋   群馬 fuji31414 

中井橋   鳥取 fuji29015 

中井橋   福島 fuji07486 

中井橋   兵庫 fuji20393 

中井跨線橋 東京 fuji32557 

中井川橋  岡山 fuji20228 

中井沢橋  長野 fuji27626 

中井傍示橋 奈良 fuji29841 

中井堀橋  東京 fuji03021 

中宇田橋  青森 fuji02455 

中羽幌橋  北海 fuji41029 

中駅逓橋  北海 fuji48288 

中越橋   奈良 fuji13737 

中越橋一号橋 岐阜 fuji41537 

中園橋   熊本 fuji01168 

中央幹線橋 北海 fuji18553 

中央環状線架道橋  

大阪 fuji51462 

中央橋   愛媛 fuji43177 

中央橋   岩手 fuji47768 

中央橋   宮崎 fuji33318 

中央橋   群馬 fuji33356 

中央橋   広島 fuji17641 

中央橋   香川 fuji34972 

中央橋   佐賀 fuji23449 

中央橋   三重 fuji50588 

中央橋   山口 fuji35448 

中央橋   山梨 fuji39502 

中央橋   鹿児 fuji16123 

中央橋   新潟 fuji34161 

中央橋   青森 fuji28831 

中央橋   大分 fuji18465 

中央橋   長崎 fuji33275 

中央橋   島根 fuji49349 

中央橋   東京 fuji17700 

中央橋   福岡 fuji45204 

中央橋（→伊達橋）  

福島 fuji09959 

中央橋（→永代橋）  

北海 fuji34818 

中央橋（←喜多橋）  

徳島 fuji07937 

中央橋（←今尻橋）  

岐阜 fuji20493 

中央橋（←千歳橋）  

兵庫 fuji21634 

中央橋（←飯山下舟橋）  

長野 fuji36026 

中央橋（阿波中央橋）  

徳島 fuji20727 

中央橋（岩岡橋）  

長野 fuji28262 

中央橋（十勝跨線橋）  

北海 fuji41611 

中央跨線橋 茨城 fuji43239 

中央高架橋 福岡 fuji45470 

中央小橋  兵庫 fuji32962 

中央線陸橋 東京 fuji19310 

中央台橋  福島 fuji43558 

中央大橋  広島 fuji52321 

中央大橋  北海 fuji44796 

中央第１１号橋  
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北海 fuji41331 

中央第３６号橋  

北海 fuji32623 

中央第３７号橋  

北海 fuji31376 

中央地下道架道橋  

神奈 fuji49983 

中央地下道架道橋  

東京 fuji48520 

中岡橋   香川 fuji51325 

中屋橋   京都 fuji25059 

中屋敷橋  鹿児 fuji21521 

中屋敷跨線橋 岩手 fuji49761 

中音更橋  北海 fuji14864 

中下橋   山梨 fuji29469 

中下橋   徳島 fuji26700 

中家橋   茨城 fuji24871 

中河原橋  愛媛 fuji28230 

中河原橋  京都 fuji34948 

中河原橋  群馬 fuji40051 

中河原橋  山形 fuji47794 

中河原橋  長野 fuji11308 

中河原橋（犀川大橋）  

石川 fuji00141 

中河内橋  福岡 fuji19163 

中角橋   福井 fuji02342 

中学橋   山形 fuji33297 

中学橋   静岡 fuji31801 

中学橋   和歌 fuji31936 

中学校橋  長野 fuji04670 

中岳橋   大分 fuji43040 

中観音橋  福島 fuji35734 

中間寒別橋 北海 fuji36978 

中間橋   島根 fuji49351 

中間原橋  群馬 fuji39004 

中丸橋   栃木 fuji50666 

中丸橋   福島 fuji40904 

中岩橋   栃木 fuji01569 

中岩出川橋 滋賀 fuji25374 

中記念橋  北海 fuji42082 

中吉橋   岡山 fuji37257 

中吉田高架橋 静岡 fuji51027 

中宮橋   鹿児 fuji50876 

中居（井？）堀橋  

東京 fuji21382 

中居橋   愛媛 fuji50063 

中橋    愛知 fuji06049 

中橋    岐阜 fuji00853 

中橋    宮城 fuji03253 

中橋    京都 fuji39634 

中橋    群馬 fuji00544 

中橋    広島 fuji13886 

中橋    埼玉 fuji28598 

中橋    山梨 fuji41389 

中橋    秋田 fuji50856 

中橋    新潟 fuji27413 

中橋    青森 fuji38581 

中橋    静岡 fuji29413 

中橋    大阪 fuji21439 

中橋    鳥取 fuji42601 

中橋    栃木 fuji13194 

中橋    富山 fuji27872 

中橋    福岡 fuji11356 

中橋    兵庫 fuji26091 

中橋    和歌 fuji33679 

中橋（←貝屋橋）  

岡山 fuji00457 

中橋（←新橋） 岡山 fuji00920 

中橋（←新田橋）  

長野 fuji48923 

中橋（桜橋） 福井 fuji28259 

中橋（船穂橋） 岡山 fuji05324 

中橋（曽根田橋）  

三重 fuji28185 

中橋架道橋 石川 fuji39497 

中興橋   北海 fuji26812 

中郷橋   広島 fuji28291 

中郷橋   長崎 fuji03111 

中郷橋   鳥取 fuji05562 

中郷橋   兵庫 fuji32029 

中郷用水橋 埼玉 fuji21037 

中玉川橋  茨城 fuji42382 

中筋橋   大阪 fuji26736 

中筋橋   徳島 fuji25162 

中近橋   香川 fuji48964 

中串橋   愛媛 fuji50443 

中熊橋   徳島 fuji30660 

中桑原橋  大阪 fuji43640 

中君橋   群馬 fuji06610 

中郡橋   滋賀 fuji11093 

中元寺川橋 福岡 fuji13791 

中原架道橋 東京 fuji42236 

中原橋   岡山 fuji34192 

中原橋   岐阜 fuji38447 

中原橋   熊本 fuji13249 

中原橋   群馬 fuji28587 

中原橋   佐賀 fuji09610 

中原橋   奈良 fuji22686 

中古屋橋  高知 fuji39287 

中古沢橋  和歌 fuji19936 

中戸井橋  愛媛 fuji53521 

中戸橋   長崎 fuji33159 

中戸橋   和歌 fuji38181 

中袴橋   大阪 fuji23792 

中後沢橋  群馬 fuji44468 

中御所跨線橋 長野 fuji26973 

中広瀬橋  熊本 fuji53398 

中広大橋  広島 fuji50290 

中広尾橋  北海 fuji53241 

中江橋   大分 fuji13591 

中溝架道橋 京都 fuji20136 

中溝川橋  岡山 fuji06326 

中耕地橋  東京 fuji52095 

中荒神橋  兵庫 fuji50756 

中荒町３号橋 長野 fuji36405 

中高橋   愛媛 fuji22646 

中高橋   佐賀 fuji27183 

中高橋   鳥取 fuji38484 

中高野街道架道橋  

大阪 fuji28472 

中黒谷地橋 青森 fuji26817 

中根下橋  富山 fuji31432 

中根橋   岐阜 fuji07773 

中根橋   東京 fuji31785 

中佐都橋  長野 fuji12264 

中座橋（西津和野大橋）  

島根 fuji44764 

中在家橋  三重 fuji44338 

中崎橋   岐阜 fuji36589 

中崎橋   和歌 fuji38641 

中崎町高架橋 大阪 fuji24366 

中札下橋  鹿児 fuji45516 

中札内橋  北海 fuji45000 

中皐月橋  山梨 fuji40745 

中三好橋  徳島 fuji45979 

中山１号橋  群馬 fuji21363 

中山２号橋  群馬 fuji21362 

中山の田橋 福岡 fuji19166 

中山一号橋 香川 fuji45982 

中山橋   愛知 fuji39514 

中山橋   愛媛 fuji10604 

中山橋   岐阜 fuji16511 

中山橋   宮城 fuji02964 

中山橋   京都 fuji50593 

中山橋   山形 fuji02878 

中山橋   山梨 fuji23169 

中山橋   鹿児 fuji44658 

中山橋   神奈 fuji45319 

中山橋   静岡 fuji12280 

中山橋   大分 fuji24569 

中山橋   東京 fuji01861 

中山橋   徳島 fuji35949 

中山橋   兵庫 fuji46979 

中山橋   北海 fuji38260 

中山橋（勧進橋）  

三重 fuji01006 

中山小橋  徳島 fuji50436 

中山川橋  愛媛 fuji12312 

中山川橋  岐阜 fuji21147 

中山川橋  宮城 fuji14485 

中山川大（新）橋  

愛媛 fuji46992 

中山川第一避溢橋  

愛媛 fuji16821 

中山川第二避溢橋  

愛媛 fuji16822 

中山道第一橋 滋賀 fuji45837 

中山二号橋 香川 fuji32605 

中士別橋  北海 fuji50161 

中子橋   新潟 fuji35999 

中市橋   青森 fuji49045 

中寺橋   福島 fuji06398 

中持橋   大分 fuji13252 

中鹿橋   東京 fuji21605 

中芝原橋  神奈 fuji45288 

中州橋   熊本 fuji20459 

中州橋   鹿児 fuji07299 

中州橋   東京 fuji19952 

中州橋   徳島 fuji13183 

中州橋（→西大橋）  

福岡 fuji07798 

中州川橋  鹿児 fuji11269 

中州陸橋  徳島 fuji13073 

中洲橋   和歌 fuji53117 

中洲新橋  福岡 fuji39122 

中舟橋   福島 fuji11049 

中舟場橋  福島 fuji10479 

中宿橋   新潟 fuji36099 

中宿橋   東京 fuji39219 

中出橋   熊本 fuji13471 

中出橋   三重 fuji20604 

中出橋   大阪 fuji22359 

中春別橋  北海 fuji45053 

中所橋   山口 fuji28821 

中小沢橋  長野 fuji34296 

中小路橋  鹿児 fuji20546 

中庄跨線橋 岡山 fuji23842 

中祥橋   宮城 fuji34027 

中上橋   徳島 fuji45464 

中城橋（めがね橋） 

 大分 fuji10421 

中条橋（宮下橋）  

長野 fuji15541 

中条新田橋 新潟 fuji40069 

中新井橋  東京 fuji32792 

中新橋   東京 fuji32091 

中新橋   富山 fuji00299 

中新田橋  神奈 fuji15403 

中新田川橋 埼玉 fuji15798 

中森橋   香川 fuji25495 

中神橋   茨城 fuji43566 

中仁沢橋  岩手 fuji31496 

中仁淀橋  高知 fuji27360 

中須橋   宮崎 fuji31391 

中須橋   鹿児 fuji17196 

中須橋   徳島 fuji51476 

中吹避溢橋 岐阜 fuji27639 

中水橋   福島 fuji39868 

中水流橋  宮崎 fuji32287 

中水流平橋 宮崎 fuji41592 

中瀬橋   愛媛 fuji28231 

中瀬橋   岐阜 fuji53809 

中瀬橋   三重 fuji40865 

中瀬橋   千葉 fuji42390 

中瀬橋（上武大橋）  

埼玉 fuji25606 

中瀬橋（大工橋）  

宮城 fuji19244 

中西橋   鹿児 fuji20820 

中西橋   新潟 fuji03474 

中西橋   徳島 fuji23047 

中西橋   北海 fuji42813 

中切橋   愛知 fuji52481 

中仙田橋  新潟 fuji23472 

中仙道架道橋 長野 fuji10455 

中仙道陸橋 東京 fuji46668 

中千年橋  青森 fuji32314 

中川運河橋 愛知 fuji44868 

中川橋   愛知 fuji21779 

中川橋   愛媛 fuji44158 

中川橋   岐阜 fuji28179 

中川橋   熊本 fuji48596 

中川橋   香川 fuji47957 

中川橋   高知 fuji18304 

中川橋   佐賀 fuji07334 

中川橋   三重 fuji03621 

中川橋   山口 fuji20416 

中川橋   滋賀 fuji13160 

中川橋   神奈 fuji30783 

中川橋   静岡 fuji00605 

中川橋   千葉 fuji12234 

中川橋   大阪 fuji03429 

中川橋   東京 fuji07491 

中川橋   富山 fuji33900 

中川橋   福岡 fuji20262 

中川橋   福島 fuji17528 

中川橋   北海 fuji31116 

中川橋（古橋） 長崎 fuji00312 

中川橋（江東新橋）  

東京 fuji36800 

中川橋（行幸橋）  

東京 fuji04536 

中川橋（町裏橋）  

岡山 fuji02585 

中川原橋  愛媛 fuji23271 

中川原橋  岐阜 fuji24986 

中川原橋  三重 fuji32248 

中川原橋  滋賀 fuji07505 

中川原橋  秋田 fuji33991 

中川原橋  静岡 fuji13154 

中川原橋(→川向橋)  

香川 fuji19006 

中川原橋（→長井大橋）  

山形 fuji05482 

中川原橋（大橋）  

山形 fuji10043 

中川跨線橋 愛知 fuji44867 

中川跨線橋 富山 fuji29891 

中川小橋  東京 fuji10789 

中川新橋  東京 fuji22808 

中川新田橋   fuji11601 

中川大橋  三重 fuji31558 

中川大橋  東京 fuji11393 

中川第１６号橋（細田橋）  

東京 fuji39017 

中川第一橋 熊本 fuji15111 

中川第二橋 熊本 fuji07292 

中川内橋  大分 fuji37669 
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中川八ツ島橋 埼玉 fuji23704 

中川放水路橋 東京 fuji36095 

中泉橋   青森 fuji40701 

中泉江架道橋 宮城 fuji07685 

中泉大橋  福岡 fuji52216 

中線橋   北海 fuji32208 

中船場橋  福島 fuji08455 

中前橋   岐阜 fuji26285 

中曽根橋  埼玉 fuji18284 

中曽根橋  新潟 fuji35669 

中祖橋   広島 fuji19589 

中組橋   埼玉 fuji26594 

中造橋   福岡 fuji52219 

中束橋   広島 fuji36622 

中村眼鏡橋 熊本 fuji01350 

中村橋   愛媛 fuji21303 

中村橋   岡山 fuji20408 

中村橋   宮崎 fuji24571 

中村橋   熊本 fuji08419 

中村橋   群馬 fuji50674 

中村橋   香川 fuji38509 

中村橋   山口 fuji34198 

中村橋   山梨 fuji19692 

中村橋   滋賀 fuji29267 

中村橋   鹿児 fuji12788 

中村橋   秋田 fuji42855 

中村橋   新潟 fuji42906 

中村橋   神奈 fuji09759 

中村橋   青森 fuji39441 

中村橋   静岡 fuji18797 

中村橋   千葉 fuji17080 

中村橋   大分 fuji47004 

中村橋   長野 fuji30090 

中村橋   東京 fuji41671 

中村橋   富山 fuji32241 

中村橋   福岡 fuji09812 

中村橋   福島 fuji44449 

中村橋   和歌 fuji35219 

中村高架橋 神奈 fuji52858 

中村川橋  三重 fuji06964 

中村川橋  山口 fuji13462 

中村川橋  山梨 fuji37560 

中村川橋  神奈 fuji45307 

中村大橋  山形 fuji30718 

中村第一橋 熊本 fuji08420 

中村第二橋 熊本 fuji08421 

中多橋   佐賀 fuji14266 

中多良避溢橋 滋賀 fuji31105 

中袋橋   青森 fuji36375 

中台橋   山形 fuji53471 

中大平橋  高知 fuji31988 

中沢架道橋 山形 fuji16195 

中沢橋   群馬 fuji47450 

中沢橋   山形 fuji12732 

中沢橋   新潟 fuji05507 

中沢橋   神奈 fuji24930 

中沢橋   長野 fuji11721 

中沢上橋  岐阜 fuji24487 

中沢上橋  岐阜 fuji35119 

中沢川橋  山形 fuji23110 

中沢川橋  長野 fuji51817 

中沢大橋  宮城 fuji44435 

中沢陸橋  山形 fuji16368 

中谷橋   岐阜 fuji34840 

中谷橋   広島 fuji44596 

中谷橋   滋賀 fuji25377 

中谷橋   神奈 fuji26266 

中谷橋   島根 fuji36525 

中谷橋   東京 fuji20044 

中谷橋   徳島 fuji38762 

中谷橋   奈良 fuji34252 

中谷橋   兵庫 fuji31809 

中谷橋   兵庫 fuji34062 

中谷橋（野神橋）  

鹿児 fuji20474 

中谷川橋  和歌 fuji08699 

中樽橋   山形 fuji34822 

中旦土橋  岡山 fuji34188 

中地橋   福島 fuji07485 

中地跨線橋 福島 fuji34560 

中池川橋  富山 fuji24000 

中竹淵橋  大阪 fuji49462 

中茶橋   東京 fuji26517 

中朝長橋  三重 fuji06831 

中町橋   佐賀 fuji27184 

中津一之橋 大阪 fuji34358 

中津賀橋  徳島 fuji42611 

中津橋   京都 fuji21426 

中津橋   鹿児 fuji29722 

中津橋   新潟 fuji05244 

中津橋   大阪 fuji12081 

中津橋   徳島 fuji32711 

中津橋（←塩名田橋）  

長野 fuji00615 

中津橋（浅科橋）  

長野 fuji06950 

中津跨線橋 大阪 fuji19933 

中津江橋  山口 fuji38077 

中津江川橋 山口 fuji17988 

中津高架橋 大阪 fuji24263 

中津川橋  岐阜 fuji09276 

中津川橋  香川 fuji05750 

中津川橋  新潟 fuji32501 

中津川橋  神奈 fuji43455 

中津川橋  和歌 fuji11161 

中津川跨線橋 岐阜 fuji50713 

中津川昇開橋 大阪 fuji26405 

中津川水路橋 静岡 fuji30734 

中津大橋  愛媛 fuji17794 

中津南高架橋 大阪 fuji53670 

中津二之橋 大阪 fuji17790 

中津北高架橋 大阪 fuji53667 

中津陸橋  大阪 fuji21199 

中通架道橋 大阪 fuji20166 

中通橋   香川 fuji38924 

中塚橋   福島 fuji12583 

中塚橋   北海 fuji09055 

中坪橋   秋田 fuji36316 

中鶴橋   鹿児 fuji34995 

中鶴来橋  石川 fuji37050 

中堤橋   青森 fuji04512 

中天狗橋  北海 fuji51105 

中店橋   広島 fuji32848 

中田海橋  鹿児 fuji46513 

中田橋   岐阜 fuji40749 

中田橋   山形 fuji03275 

中田橋   鹿児 fuji32879 

中田橋   神奈 fuji25312 

中田橋   千葉 fuji26921 

中田橋（名取橋） 

宮城 fuji04740 

中田橋←雄神橋）  

富山 fuji36174 

中田切橋  長野 fuji04383 

中田切川橋 長野 fuji03477 

中田川橋  福島 fuji45254 

中電めがね橋（おちあい橋） 

三重 fuji16553 

中渡橋   大分 fuji17182 

中渡橋   長崎 fuji40317 

中土橋   東京 fuji01993 

中土戸橋  愛知 fuji10267 

中塘橋   香川 fuji26326 

中島架道橋 徳島 fuji28220 

中島橋   愛知 fuji10268 

中島橋   茨城 fuji21591 

中島橋   岡山 fuji17049 

中島橋   岩手 fuji28390 

中島橋   岐阜 fuji42940 

中島橋   宮崎 fuji31469 

中島橋   宮城 fuji21323 

中島橋   熊本 fuji26345 

中島橋   群馬 fuji31868 

中島橋   高知 fuji31047 

中島橋   佐賀 fuji06430 

中島橋   山梨 fuji46359 

中島橋   滋賀 fuji11845 

中島橋   鹿児 fuji07114 

中島橋   秋田 fuji22600 

中島橋   神奈 fuji31177 

中島橋   青森 fuji05814 

中島橋   静岡 fuji47873 

中島橋   大阪 fuji02359 

中島橋   大分 fuji15666 

中島橋   長崎 fuji03956 

中島橋   長野 fuji22679 

中島橋   東京 fuji01734 

中島橋   徳島 fuji35593 

中島橋   栃木 fuji50861 

中島橋   富山 fuji19537 

中島橋   福井 fuji35434 

中島橋   福岡 fuji00159 

中島橋   兵庫 fuji11447 

中島橋   北海 fuji19662 

中島橋（手取川橋）  

石川 fuji19223 

中島出来島大橋  

大阪 fuji52486 

中島新橋  北海 fuji46269 

中島川橋  佐賀 fuji08352 

中島大橋  石川 fuji34280 

中島大橋  大阪 fuji49000 

中島町橋  富山 fuji03600 

中島南橋  滋賀 fuji22776 

中島避溢橋 秋田 fuji15772 

中島北橋  滋賀 fuji26652 

中島陸橋  島根 fuji17963 

中嶋橋   新潟 fuji06137 

中嶋橋   青森 fuji11775 

中嶋橋   石川 fuji06141 

中道架道橋 東京 fuji45284 

中道橋   熊本 fuji01436 

中道橋   群馬 fuji04656 

中道橋   山梨 fuji08663 

中道橋   滋賀 fuji27008 

中道橋   石川 fuji44494 

中道橋   大分 fuji01908 

中道橋   長野 fuji40824 

中道跨線橋 新潟 fuji19371 

中道小橋  大阪 fuji50962 

中道陸橋  兵庫 fuji21457 

中徳橋   静岡 fuji28324 

中屯別橋  北海 fuji38963 

中内橋   栃木 fuji42871 

中鍋橋   大分 fuji28382 

中二股川橋 北海 fuji45026 

中之橋   沖縄 fuji31959 

中之橋   埼玉 fuji53029 

中之橋   三重 fuji35551 

中之橋   山口 fuji28759 

中之橋   大阪 fuji21289 

中之橋   長野 fuji22976 

中之橋   東京 fuji01952 

中之橋   福岡 fuji16919 

中之橋（←小見付橋）  

徳島 fuji10969 

中之橋（天草三号橋）  

熊本 fuji48642 

中之湖橋  滋賀 fuji39078 

中之江川橋 岐阜 fuji45660 

中之瀬橋  宮崎 fuji35962 

中之瀬橋  熊本 fuji19630 

中之瀬橋（←霞橋）  

三重 fuji33095 

中之沢橋  北海 fuji40334 

中之谷橋  岐阜 fuji41702  

中之島橋  新潟 fuji17545 

中之島跨線橋 大阪 fuji37128 

中之又橋  宮崎 fuji44778 

中濃大橋  岐阜 fuji53174 

中畑橋   愛知 fuji09779 

中畑橋   青森 fuji46567 

中畑橋   大分 fuji17188 

中畑橋   奈良 fuji46732 

中八重橋  宮崎 fuji46662 

中半橋   高知 fuji24495 

中半川橋  高知 fuji21492 

中樋大橋  大阪 fuji27036 

中樋通橋  宮崎 fuji48845 

中尾眼鏡橋 熊本 fuji01402 

中尾橋   愛媛 fuji45992 

中尾橋   鹿児 fuji39650 

中尾橋   大分 fuji24568 

中尾橋   長崎 fuji14736 

中尾橋   長野 fuji12255 

中尾橋   富山 fuji35531 

中尾橋   兵庫 fuji27436 

中尾川橋（碓氷第十三橋） 

群馬 fuji06786 

中尾沢橋  山梨 fuji37707 

中美生橋  北海 fuji45005 

中標津橋  北海 fuji14002 

中標別大橋 北海 fuji37839 

中浜名橋（浜名橋）  

静岡 fuji20794 

中富橋   熊本 fuji23296 

中富橋   北海 fuji36690 

中部街道橋 静岡 fuji25727 

中部橋   静岡 fuji28322 

中部大橋  静岡 fuji34282 

中風蓮橋  北海 fuji28444 

中福良橋  鹿児 fuji09861 

中分橋   徳島 fuji16955 

中平井橋  東京 fuji29052 

中平橋   岐阜 fuji00779 

中平橋   宮崎 fuji33431 

中平橋   高知 fuji36458 

中片貝橋  新潟 fuji42156 

中穂積橋  大阪 fuji43885 

中穂別橋  北海 fuji34392 

中方橋   香川 fuji32131 

中方橋   福岡 fuji25183 

中坊太鼓橋 鹿児 fuji00658 

中房橋   長野 fuji46182 

中堀橋   大阪 fuji19646 

中本の内架道橋  

神奈 fuji45291 

中本橋   大阪 fuji15114 

中摩橋   大分 fuji28057 

中俣橋   三重 fuji21422 

中万橋   青森 fuji30206 

中無田橋  熊本 fuji02856 

中霧橋   岐阜 fuji46366 

中名田橋  福井 fuji35202 

中木戸橋  栃木 fuji50672 

中目橋   福島 fuji22601 

中目黒橋  福島 fuji21907 

中野一号橋 北海 fuji41172 
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中野橋   愛知 fuji21559 

中野橋   岩手 fuji42522 

中野橋   岐阜 fuji33663 

中野橋   宮城 fuji37083 

中野橋   京都 fuji40604 

中野橋   熊本 fuji07803 

中野橋   群馬 fuji25938 

中野橋   佐賀 fuji19876 

中野橋   山形 fuji52373 

中野橋   山梨 fuji52351 

中野橋   秋田 fuji33870 

中野橋   神奈 fuji27617 

中野橋   青森 fuji04054 

中野橋   大阪 fuji27674 

中野橋   長崎 fuji13244 

中野橋   東京 fuji36241 

中野橋   徳島 fuji38191 

中野橋   北海 fuji39595 

中野原橋  広島 fuji38490 

中野坂仮橋 東京 fuji07157 

中野瀬橋  三重 fuji21421 

中野川橋  山形 fuji12859 

中野大船橋 群馬 fuji37204 

中野二号橋 北海 fuji41173 

中野目橋  山形 fuji07141 

中野陸橋  東京 fuji05850 

中柳田橋  大阪 fuji24072 

中湧別橋  北海 fuji34141 

中湧別跨線橋 北海 fuji45576 

中雄武橋  北海 fuji40930 

中与一橋  東京 fuji19524 

中与橋   東京 fuji19523 

中落橋   香川 fuji32859 

中落堀橋  埼玉 fuji53279 

中里架道橋 福島 fuji46113 

中里橋   茨城 fuji21346 

中里橋   岩手 fuji04069 

中里橋   埼玉 fuji21039 

中里橋   神奈 fuji39353 

中里橋   長崎 fuji13190 

中里橋   北海 fuji31252 

中里跨線橋 東京 fuji34484 

中里小橋  神奈 fuji29947 

中立会橋  東京 fuji03870 

中立牛橋  北海 fuji39902 

中立売橋（堀川第一橋）  

京都 fuji01903 

中林橋   長野 fuji12684 

中和橋   鳥取 fuji25109 

中和田橋  群馬 fuji51947 

中菫橋   大阪 fuji36205 

中颪橋   山梨 fuji41235 

仲ノ橋   静岡 fuji11153 

仲の橋   東京 fuji47460 

仲の橋   北海 fuji36366 

仲の瀬橋  宮城 fuji36169 

仲の沢橋  北海 fuji37064 

仲ノ谷橋   千葉 fuji21063 

仲ノ町橋   茨城 fuji33098 

仲よし橋   徳島 fuji50787 

仲伊谷田排水橋  

群馬 fuji21002 

仲井橋   東京 fuji37294 

仲井川橋  滋賀 fuji23420 

仲羽橋   東京 fuji47825 

仲間橋   沖縄 fuji36146 

仲丸橋   神奈 fuji48748 

仲岩橋   福島 fuji08914 

仲居橋   神奈 fuji50407 

仲橋    神奈 fuji53494 

仲橋    静岡 fuji34936 

仲橋（小出橋） 新潟 fuji17089 

仲筋橋   沖縄 fuji34793 

仲好橋（←白木橋）  

熊本 fuji12772 

仲深橋   宮崎 fuji49424 

仲瀬橋   宮崎 fuji26353 

仲瀬橋   和歌 fuji30896 

仲線橋   北海 fuji42316 

仲村渠橋  沖縄 fuji09830 

仲沢橋   茨城 fuji40044 

仲通橋   北海 fuji51758 

仲田橋   愛知 fuji48930 

仲田橋   福島 fuji25922 

仲之橋   沖縄 fuji00635 

仲之橋   神奈 fuji32653 

仲之橋   東京 fuji30758 

仲之橋   北海 fuji37160 

仲之町架道橋 徳島 fuji36283 

仲畑橋   宮崎 fuji36652 

仲樋通橋  宮崎 fuji47741 

仲尾次橋  沖縄 fuji45832 

仲浜橋   北海 fuji10771 

 

仲毛橋（→松田橋）  

沖縄 fuji04639 

仲木戸架道橋 神奈 fuji10257 

仲野橋   大分 fuji33971 

仲里橋   愛知 fuji26297 

仲條川橋  長野 fuji43210 

忠屋橋   福岡 fuji23286 

忠隈橋   福岡 fuji25187 

忠志橋   北海 fuji42314 

忠志別橋  北海 fuji48229 

忠治橋   愛知 fuji28182 

忠節橋   岐阜 fuji04561 

忠別橋（←神楽橋）  

北海 fuji06286 

忠別川橋  北海 fuji08274 

忠類橋   北海 fuji36919 

忠烈布橋  北海 fuji40455 

忠和橋   北海 fuji51591 

昼間橋   徳島 fuji11882 

昼間川橋  徳島 fuji21261 

昼曽根橋  福島 fuji25928 

昼野橋   宮崎 fuji38929 

柱元橋   和歌 fuji35224 

柱本橋   和歌 fuji34362 

注連小路川橋 三重 fuji43857 

虫掛橋（水神橋）  

茨城 fuji10485 

虫生津橋  福岡 fuji45809 

虫川橋   新潟 fuji15532 

虫田川橋  大分 fuji35627 

鋳物屋橋  京都 fuji18641 

鋳物師橋  鳥取 fuji00209 

猪ノ口橋   東京 fuji02775 

猪ノ川橋   群馬 fuji15779 

猪ノ谷川橋  徳島 fuji13424 

猪甘津の橋（小橋）  

大阪 fuji00002 

猪丸橋   山梨 fuji49848 

猪熊橋   山口 fuji21252 

猪子瀬橋  三重 fuji34943 

猪飼野架道橋 大阪 fuji23799 

猪飼野新橋 大阪 fuji31366 

猪狩川橋  愛媛 fuji16818 

猪川橋   茨城 fuji29641 

猪沢橋   福島 fuji27396 

猪谷橋（神通川橋）  

富山 fuji22736 

猪谷川橋  富山 fuji21860 

猪谷吊橋（神峡橋）  

富山 fuji31598 

猪田橋   三重 fuji23877 

猪内谷口橋 和歌 fuji30103 

猪之窪橋  鹿児 fuji29862 

猪之川内川橋 宮崎 fuji14219 

猪之谷橋  宮崎 fuji14222 

猪尾橋   福岡 fuji28822 

猪鼻橋   大阪 fuji32955 

猪名川橋  大阪 fuji52615 

猪名川橋  兵庫 fuji11642 

猪名川小橋 兵庫 fuji43904 

猪名川東架道橋  

兵庫 fuji28485 

猪野沢橋  山形 fuji23112 

猪野々橋  兵庫 fuji26099 

丁田橋   愛知 fuji20496 

帖佐橋   鹿児 fuji22437 

張碓橋   北海 fuji24497 

張碓川橋  北海 fuji03414 

張間田橋  神奈 fuji53425 

朝羽大橋（上寺橋）  

福岡 fuji48187 

朝浦橋   岐阜 fuji00484 

朝映川橋  北海 fuji20972 

朝栄橋   愛媛 fuji40655 

朝岡橋   神奈 fuji20073 

朝釜橋   大阪 fuji40123 

朝宮橋   福井 fuji04163 

朝古橋   三重 fuji24285 

朝国橋   滋賀 fuji06532 

朝妻橋   滋賀 fuji22346 

朝汐橋   大阪 fuji40891 

朝篠橋   山形 fuji26590 

朝倉陸橋  福岡 fuji21274 

朝谷橋   福井 fuji09203 

朝谷島橋  福井 fuji28855 

朝地橋   大分 fuji16574 

朝張橋   岐阜 fuji35771 

朝潮橋   東京 fuji32339 

朝追嶽橋  長崎 fuji39128 

朝田橋   福岡 fuji22201 

朝凪橋   東京 fuji32560 

朝日橋   愛知 fuji00884 

朝日橋   愛媛 fuji32736 

朝日橋   茨城 fuji06848 

朝日橋   岡山 fuji16018 

朝日橋   沖縄 fuji31960 

朝日橋   岩手 fuji10157 

朝日橋   宮崎 fuji27143 

朝日橋   広島 fuji22572 

朝日橋   埼玉 fuji33358 

朝日橋   山形 fuji29525 

朝日橋   滋賀 fuji09149 

朝日橋   鹿児 fuji20823 

朝日橋   秋田 fuji51383 

朝日橋   新潟 fuji46937 

朝日橋   神奈 fuji12405 

朝日橋   青森 fuji03715 

朝日橋   大阪 fuji01574 

朝日橋   長崎 fuji41587 

朝日橋   長野 fuji09769 

朝日橋   島根 fuji25271 

朝日橋   東京 fuji02536 

朝日橋   富山 fuji19690 

朝日橋   福井 fuji07632 

朝日橋   福島 fuji11274 

朝日橋（→旭橋）  

兵庫 fuji19783 

朝日橋（旭橋） 東京 fuji08677 

朝日橋（湖北橋）  

北海 fuji47618 

朝日橋右岸取付高架橋  

大阪 fuji36522 

朝日橋左岸取付高架橋  

大阪 fuji36523 

朝日川橋  岡山 fuji06329 

朝日川橋  秋田 fuji10218 

朝日川橋  新潟 fuji15408 

朝日前板橋 福井 fuji30396 

朝比奈下橋 神奈 fuji50408 

朝比奈川橋 静岡 fuji52918 

朝比奈台橋 神奈 fuji51810 

朝風橋   東京 fuji51418 

朝平橋   大分 fuji10191 

朝霧５号橋  兵庫 fuji44564 

朝霧橋   岐阜 fuji31330 

朝霧橋   兵庫 fuji25083 

朝霧橋   北海 fuji29743 

朝明橋   三重 fuji03063 

朝明川橋  三重 fuji26060 

朝陽橋   新潟 fuji05248 

朝陽橋   大分 fuji01909 

朝陽橋   富山 fuji02927 

朝陽橋   北海 fuji38874 

朝来橋   大分 fuji26184 

朝来橋   兵庫 fuji21209 

朝来跨線橋 和歌 fuji51526 

朝嵐橋   新潟 fuji30948 

朝里橋   北海 fuji23651 

朝里川橋  北海 fuji45067 

朝六橋   岐阜 fuji13150 

潮観橋   大分 fuji01480 

潮見橋   宮崎 fuji04866 

潮見橋   佐賀 fuji28809 

潮見橋   鹿児 fuji05978 

潮見橋   神奈 fuji11702 

潮見橋   東京 fuji37098 

潮見橋   北海 fuji37935 

潮呼橋   三重 fuji06054 

潮江橋   高知 fuji09536 

潮崎橋   岡山 fuji49365 

潮止橋   埼玉 fuji18282 

潮渡橋   沖縄 fuji11360 

潮凪橋   兵庫 fuji28686 

潮来橋   和歌 fuji49339 

潮来大橋  千葉 fuji45613 

潮留橋   千葉 fuji21306 

潮留橋（開田橋）  

福井 fuji01630 

潮路橋   東京 fuji16457 

町囲橋   宮城 fuji02973 

町屋橋   茨城 fuji19498 

町屋橋   群馬 fuji45536 

町屋橋   三重 fuji23864 

町屋橋   神奈 fuji32613 

町屋橋   東京 fuji23060 

町屋高架橋   fuji46387 

町屋川橋  三重 fuji00088 

町下橋   長崎 fuji03109 

町割橋   愛知 fuji35052 

町館川橋    fuji08969 

町口橋   宮崎 fuji16833 

町向橋   福岡 fuji30705 

町上橋   島根 fuji39372 

町尻橋   島根 fuji39374 

町切橋   佐賀 fuji05584 

町切川橋  佐賀 fuji08348 

町川橋   長崎 fuji53170 

町村道架道橋 北海 fuji22838 

町谷川橋  東京 fuji02896 

町谷川橋  福島 fuji47643 

町中橋   宮城 fuji02977 

町帳渡橋  島根 fuji49142 

町通橋   京都 fuji17453 

町田橋   茨城 fuji20314 
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町田橋   香川 fuji20516 

町田橋   長野 fuji33510 

町田橋   福島 fuji07490 

町田川橋  佐賀 fuji08030 

町田川橋  兵庫 fuji30753 

町東裏橋  宮城 fuji49944 

町道跨線橋 静岡 fuji35372 

町有林橋  北海 fuji52756 

町裏橋   岡山 fuji32845 

町裏橋   新潟 fuji06852 

町裏橋（中川橋）  

岡山 fuji02585 

眺滝橋（←出来島橋）  

徳島 fuji03937 

眺滝橋（出来島橋）  

徳島 fuji10005 

調川橋   長崎 fuji23293 

調布橋   東京 fuji04134 

調布第一橋 東京 fuji51494 

調布第二橋 東京 fuji50997 

調練橋   東京 fuji21695 

調練場橋  三重 fuji52154 

調和橋   大阪 fuji53186 

銚子橋   群馬 fuji00812 

銚子橋   三重 fuji06967 

銚子橋   新潟 fuji45637 

銚子口橋  石川 fuji30785 

銚子川橋  三重 fuji25738 

銚子大橋  千葉 fuji41968 

長ケ橋   大阪 fuji32001 

長ノ原用水堀第二橋 

 栃木 fuji21023 

長安橋   長野 fuji40562 

長安橋   徳島 fuji34400 

長安吊橋（小浜橋）  

徳島 fuji33031 

長井橋   群馬 fuji53607 

長井橋   山形 fuji07353 

長井橋   新潟 fuji01996 

長井橋   福島 fuji49516 

長井橋   北海 fuji38381 

長井橋（永井橋）  

山形 fuji04112 

長井高架橋 宮崎 fuji47399 

長井大橋（←中川原橋）  

山形 fuji05482 

長井大橋（大橋）  

山形 fuji10043 

長浦橋   千葉 fuji35114 

長浦橋   長崎 fuji21511 

長運橋   新潟 fuji02331 

長栄橋   宮城 fuji32924 

長栄橋   群馬 fuji35031 

長栄橋   三重 fuji25037 

長栄橋   東京 fuji33494 

長栄橋   北海 fuji45012 

長岡橋   茨城 fuji33649 

長岡跨道橋 茨城 fuji49599 

長屋橋   福井 fuji10073 

長楽橋   愛知 fuji17028 

長楽橋   長野 fuji32945 

長楽寺橋  香川 fuji41438 

長間高架橋  fuji45674 

長館橋（十日市橋）  

青森 fuji27733 

長岸橋   徳島 fuji17055 

長岸小橋  徳島 fuji36448 

長吉十五号橋 大阪 fuji42595 

長吉出戸跨線橋  

大阪 fuji51304 

長久橋   長崎 fuji05345 

長久橋   北海 fuji06242 

長久寺橋  長崎 fuji36751 

長久川橋  山口 fuji22160 

長久保みどり橋  

神奈 fuji53781 

長居橋新（永居橋）  

東京 fuji21089 

長峡橋   大阪 fuji16346 

長橋    広島 fuji41426 

長橋    佐賀 fuji18874 

長橋    山形 fuji00418 

長橋    新潟 fuji02790 

長橋    大分 fuji00225 

長橋    島根 fuji51470 

長橋    徳島 fuji27346 

長橋    福島 fuji02662 

長橋    北海 fuji05467 

長狭橋   大阪 fuji34586 

長狭橋   兵庫 fuji10459 

長郷橋   埼玉 fuji24802 

長熊橋   静岡 fuji21800 

長熊大橋  千葉 fuji51792 

長月橋   新潟 fuji46165 

長月橋   神奈 fuji50403 

長見橋   長崎 fuji20485 

長原橋   新潟 fuji36501 

長原橋   東京 fuji51796 

長原小橋  大阪 fuji50869 

長言橋   北海 fuji35715 

長古須谷橋 三重 fuji36117 

長戸（門）川橋 千葉 fuji08988 

長戸路橋  広島 fuji34077 

長光寺橋  岩手 fuji20778 

長光寺橋  東京 fuji34909 

長光寺谷橋 岐阜 fuji34932 

長広橋   北海 fuji35317 

長江橋   鹿児 fuji13595 

長江橋   新潟 fuji32152 

長江橋   大阪 fuji19416 

長江川橋  鹿児 fuji12648 

長佐橋   京都 fuji24512 

長坂橋   埼玉 fuji14606 

長坂橋   福島 fuji44453 

長坂橋   兵庫 fuji16555 

長崎眼鏡橋（←第１０橋）  

長崎 fuji00251 

長崎橋   愛媛 fuji41444 

長崎橋   静岡 fuji45352 

長崎橋   大分 fuji25432 

長崎橋   東京 fuji00524 

長崎橋   富山 fuji13213 

長崎大橋  山形 fuji07352 

長作橋   山梨 fuji11708 

長山橋   高知 fuji38042 

長四郎橋  東京 fuji10982 

長子橋   和歌 fuji37459 

長治郎橋  東京 fuji01633 

長篠橋   愛知 fuji13735 

長者橋   高知 fuji45468 

長者橋   神奈 fuji04974 

長者橋   東京 fuji17903 

長者橋（←権兵衛橋）  

神奈 fuji01379 

長者原橋  山形 fuji32925 

長者川橋  高知 fuji24404 

長者川橋  石川 fuji50568 

長者川橋  千葉 fuji16213 

長者滝橋  岩手 fuji29524 

長者沢橋  秋田 fuji16180 

長寿橋   大阪 fuji46556 

長寿橋   和歌 fuji36886 

長州水路橋 大分 fuji11258 

長洲可動橋 熊本 fuji37588 

長除橋   京都 fuji43629 

長松寺橋  山梨 fuji28639 

長松川橋  鹿児 fuji13090 

長沼橋   山形 fuji23118 

長沼橋   北海 fuji44038 

長沼二号橋 北海 fuji50345 

長場橋   新潟 fuji40076 

長場内橋  秋田 fuji33294 

長須橋   群馬 fuji00226 

長図橋   富山 fuji33901 

長瀬橋   岩手 fuji01424 

長瀬橋   香川 fuji12641 

長瀬橋   山口 fuji16908 

長瀬橋   秋田 fuji47787 

長瀬橋   青森 fuji03200 

長瀬橋   大分 fuji16577 

長瀬橋   長野 fuji28860 

長瀬橋（→稗田橋）  

岐阜 fuji30556 

長瀬川橋  福島 fuji12114 

長瀬陸橋  埼玉 fuji24785 

長畝橋   福井 fuji14887 

長正寺橋（→豊浦橋）  

山口 fuji04907 

長生橋   高知 fuji40304 

長生橋   山形 fuji31861 

長生橋   新潟 fuji07848 

長生橋   石川 fuji33162 

長生橋   大分 fuji04264 

長生橋   長野 fuji03900 

長生橋   北海 fuji47621 

長石橋   静岡 fuji35538 

長川原橋  静岡 fuji13667 

長川原橋  和歌 fuji15244 

長曽川橋  石川 fuji51975 

長早橋   兵庫 fuji27044 

長総橋   愛知 fuji11836 

長草橋   宮崎 fuji49177 

長草高架橋 神奈 fuji51750 

長走橋   新潟 fuji01898 

長走跨線橋 秋田 fuji49565 

長泰橋   佐賀 fuji16945 

長滝橋   愛媛 fuji14561 

長滝橋   岐阜 fuji41714 

長沢架道橋 宮城 fuji30777 

長沢橋   宮城 fuji27222 

長沢橋   群馬 fuji35740 

長沢橋   広島 fuji43136 

長沢橋   高知 fuji41021 

長沢橋   山形 fuji19802 

長沢橋   新潟 fuji40537 

長沢橋   島根 fuji41763 

長沢橋   富山 fuji24949 

長沢橋   北海 fuji43738 

長沢目橋  山形 fuji13832 

長沢陸橋  島根 fuji42983 

長谷橋   愛媛 fuji39397 

長谷橋   岐阜 fuji41709 

長谷橋   宮崎 fuji22732 

長谷橋   広島 fuji37258 

長谷橋   佐賀 fuji16942 

長谷橋   静岡 fuji19055 

長谷橋   大分 fuji31182 

長谷橋   福岡 fuji21503 

長谷橋   兵庫 fuji13059 

長谷橋   北海 fuji52046 

長谷原橋  福岡 fuji31463 

長谷山橋  福岡 fuji11765 

長谷川橋  愛媛 fuji46243 

長谷川橋  滋賀 fuji15461 

長谷川橋  福井 fuji49841 

長谷川橋  福島 fuji12797 

長谷川橋  兵庫 fuji51305 

長谷川橋  北海 fuji32203 

長谷川橋  和歌 fuji35568 

長谷谷橋  徳島 fuji36531 

長炭橋   香川 fuji42450 

長知内橋  北海 fuji39822 

長池橋   大阪 fuji03419 

長池川避溢橋 京都 fuji02417 

長町橋   東京 fuji19683 

長町橋（→広瀬橋）  

宮城 fuji00385 

長町跨線橋 宮城 fuji34409 

長津留橋  大分 fuji46511 

長追川橋  愛媛 fuji13585 

長通橋   広島 fuji32972 

長塚橋   新潟 fuji40222 

長塚橋   静岡 fuji41268 

長塚橋（逢知橋）  

長野 fuji17553 

長塚橋（逢地橋）  

長野 fuji03177 

長鶴橋   東京 fuji21699 

長泥橋（津軽大橋）  

青森 fuji52767 

長田架道橋 兵庫 fuji20191 

長田橋   愛媛 fuji47964 

長田橋   沖縄 fuji33785 

長田橋   香川 fuji12166 

長田橋   三重 fuji02577 

長田橋   静岡 fuji09399 

長田橋   石川 fuji34574 

長田橋   大分 fuji34992 

長田橋   長崎 fuji02653 

長田橋   島根 fuji47168 

長田橋   兵庫 fuji06543 

長田跨線橋 鹿児 fuji39585 

長田神社裏橋 兵庫 fuji09795 

長渡橋   北海 fuji43529 

長渡路橋  山口 fuji45462 

長島橋   三重 fuji05546 

長島橋   山形 fuji35189 

長島橋   神奈 fuji04156 

長島跨道橋 三重 fuji48542 

長島第一橋 熊本 fuji08422 

長島第一跨線橋   

三重 fuji50021 

長島第二橋 熊本 fuji08423 

長島第二跨道橋  

三重 fuji48541 

長島町架道橋 東京 fuji53053 

長嶋橋   神奈 fuji06478 

長棟橋   富山 fuji31101 

長湯橋   大分 fuji37498 

長藤橋   群馬 fuji16446 

長道橋   福島 fuji41501 

長瀞橋   群馬 fuji24523 

長瀞橋   高知 fuji28235 

長瀞橋   山形 fuji22750 

長瀞橋   長野 fuji27474 

長瀞橋   和歌 fuji37736 

長内橋   岩手 fuji25890 

長虹堤   沖縄 fuji00073 

長迫橋   鹿児 fuji16345 

長迫橋   大分 fuji45828 

長迫跨線橋 島根 fuji14555 

長畑橋   大分 fuji16104 

長畑橋   福井 fuji11796 

長尾街道架道橋  

香川 fuji18013 

長尾橋   宮城 fuji44059 

長尾橋   香川 fuji18215 

長尾橋   三重 fuji46404 
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長尾橋   山形 fuji40783 

長尾橋(めがね橋)  

千葉 fuji05382 

長尾高架橋   fuji51058 

長尾新橋  福岡 fuji47381 

長尾川水路橋 静岡 fuji30733 

長尾谷橋  愛媛 fuji40300 

長姫橋（谷川橋）  

長野 fuji01380 

長苗代跨線橋 青森 fuji42352 

長浜の欄干橋 山口 fuji00995 

長浜大橋  愛媛 fuji26542 

長浜第一橋 熊本 fuji08424 

長浜第三橋 熊本 fuji08426 

長浜第四橋 熊本 fuji08427 

長浜第二橋 熊本 fuji08425 

長富橋 青  森 fuji24835 

長部田橋  熊本 fuji08428 

長淵橋   宮城 fuji49943 

長淵橋   大分 fuji47553 

長兵エ橋  大阪 fuji21202 

長平越の石橋（蓮河橋）  

熊本 fuji09018 

長柄運河橋 大阪 fuji11558 

長柄橋   大阪 fuji00035 

長柄小橋  大阪 fuji11197 

長保橋   岡山 fuji42987 

長保橋   新潟 fuji03306 

長峰２号橋  宮崎 fuji03399 

長峰橋   北海 fuji48481 

長法橋   北海 fuji43375 

長豊橋   千葉 fuji50900 

長豊橋（金洗橋）  

静岡 fuji07501 

長堀橋   佐賀 fuji18201 

長堀橋   大阪 fuji00317 

長又橋   神奈 fuji35526 

長万部橋  北海 fuji40001 

長万部跨線橋 北海 fuji48464 

長万部川橋 北海 fuji16666 

長命橋   福島 fuji42037 

長命橋   北海 fuji16968 

長命寺橋  香川 fuji31155 

長木橋   秋田 fuji27225 

長木橋   新潟 fuji06492 

長木橋   大阪 fuji47351 

長木川大橋 秋田 fuji07819 

長木川大橋（→大館橋）  

秋田 fuji04745 

長木川大橋（→大館大橋） 

 秋田 fuji27738 

長木大橋（→大館大橋）  

秋田 fuji02739 

長目橋   新潟 fuji36396 

長問橋   青森 fuji39442 

長問瀬橋  青森 fuji39443 

長門橋   千葉 fuji10058 

長門橋   東京 fuji21384 

長門橋   福島 fuji09715 

長門石橋(筑後川船橋)  

福岡 fuji07950 

長野（大）橋 秋田 fuji19668 

長野下橋  福井 fuji08183 

長野橋   岩手 fuji27799 

長野橋   熊本 fuji10887 

長野橋   香川 fuji53519 

長野橋   高知 fuji45995 

長野橋   佐賀 fuji25428 

長野橋   三重 fuji44543 

長野橋   大分 fuji48984 

長野橋   徳島 fuji38508 

長野橋   福島 fuji25910 

長野橋   兵庫 fuji53851 

長野橋（水救橋）  

福岡 fuji02019 

長野上橋  福井 fuji07862 

長野川橋  岡山 fuji06347 

長野大橋  長野 fuji52434 

長友橋   山口 fuji28902 

長由利橋  京都 fuji38650 

長与橋   長崎 fuji05945 

長陽橋   鳥取 fuji37462 

長里川橋  長崎 fuji25793 

長流橋   北海 fuji06891 

長流川橋  北海 fuji19982 

長隆寺橋  鹿児 fuji21528 

長良殻見架道橋  

岐阜 fuji21622 

長良橋   愛知 fuji21166 

長良橋（←明七橋）  

岐阜 fuji02195 

長良女川橋 愛知 fuji08001 

長良川橋  岐阜 fuji05145 

長良川船橋 岐阜 fuji00814 

長良大橋  岐阜 fuji24605 

長良谷橋  富山 fuji40078 

長嶺橋   秋田 fuji47780 

長老橋   山形 fuji04025 

長老橋   福島 fuji25459 

長老沢橋  福島 fuji45124 

長六橋   熊本 fuji00160 

長六橋   大分 fuji23563 

長捍谷橋  香川 fuji37274 

長潭橋   山梨 fuji17713 

鳥の瀬橋（内藤橋）  

徳島 fuji27345 

鳥の巣橋  大分 fuji45819 

鳥井戸橋  福島 fuji09716 

鳥井野橋  秋田 fuji45118 

鳥井野橋  青森 fuji21322 

鳥羽橋   岡山 fuji37912 

鳥羽橋   福井 fuji22305 

鳥羽大橋(城南橋)  

京都 fuji23552 

鳥羽谷川橋 福井 fuji14799 

鳥越橋   愛媛 fuji17474 

鳥越橋   岡山 fuji07205 

鳥越橋   長崎 fuji01164 

鳥越橋   北海 fuji48609 

鳥越跨線橋 岩手 fuji46905 

鳥越跨線橋 北海 fuji39780 

鳥屋橋   宮城 fuji03224 

鳥屋谷川橋 香川 fuji35609 

鳥海橋   山形 fuji20301 

鳥海川第二発電所水路橋 

 秋田 fuji28514 

鳥貝橋   熊本 fuji21512 

鳥居橋   広島 fuji39103 

鳥居橋   新潟 fuji50563 

鳥居橋   大分 fuji14132 

鳥居橋   兵庫 fuji27041 

鳥居橋   和歌 fuji36884 

鳥居崎橋  大阪 fuji45775 

鳥居新橋（牟礼橋）  

長野 fuji38781 

鳥居瀬橋  大分 fuji16103 

鳥居川橋  静岡 fuji05624 

鳥居川橋  兵庫 fuji00937 

鳥居沢橋  長野 fuji11714 

鳥居本橋  滋賀 fuji45402 

鳥形橋   高知 fuji44631 

鳥見橋   東京 fuji00848 

鳥見橋   奈良 fuji03635 

鳥合橋   北海 fuji35651 

鳥坂橋   秋田 fuji19754 

鳥坂橋   静岡 fuji51070 

鳥崎大橋  北海 fuji36086 

鳥山橋   神奈 fuji50978 

鳥山川橋  神奈 fuji10983 

鳥飼橋   大阪 fuji32697 

鳥飼橋   福岡 fuji26342 

鳥飼専用橋 大阪 fuji38745 

鳥飼大橋  大阪 fuji31187 

鳥取橋   北海 fuji13999 

鳥首橋   愛媛 fuji23853 

鳥首川橋  高知 fuji18023 

鳥洲橋   兵庫 fuji42174 

鳥出橋   山形 fuji25292 

鳥出川橋  山形 fuji14493 

鳥須井橋  広島 fuji52967 

鳥栖～肥前間架道橋  

佐賀 fuji39123 

鳥栖機廻乗越橋  

佐賀 fuji47164 

鳥栖跨線橋 佐賀 fuji37751 

鳥正橋   徳島 fuji36450 

鳥巣橋   宮崎 fuji22796 

鳥巣橋   鳥取 fuji46439 

鳥沢橋   群馬 fuji38121 

鳥谷橋   岩手 fuji16985 

鳥谷橋   青森 fuji31845 

鳥谷坂橋  岩手 fuji51213 

鳥谷川橋  宮城 fuji16176 

鳥谷野橋  福島 fuji05958 

鳥谷脇橋  岩手 fuji52053 

鳥追川橋  北海 fuji14652 

鳥渡橋   奈良 fuji42014 

鳥頭坂跨線橋 埼玉 fuji29943 

鳥頭川橋  北海 fuji45569 

鳥堂橋   宮城 fuji03830 

鳥南橋   佐賀 fuji48817 

鳥之沢橋  群馬 fuji36042 

鳥尾川橋  和歌 fuji37040 

鳥帽子橋  青森 fuji07809 

鳥帽子橋  大分 fuji06220 

鳥帽子橋  北海 fuji48487 

鳥帽子田橋 神奈 fuji20707 

鳥恋橋   北海 fuji36672 

鳥鵲橋   大分 fuji01463 

勅使河原橋   fuji04299 

勅使橋   愛媛 fuji27359 

勅使川橋  兵庫 fuji11646 

勅使大橋  石川 fuji26272 

勅使野橋  滋賀 fuji30618 

直違橋   京都 fuji00518 

直井橋   茨城 fuji41843 

直右衛門前橋 東京 fuji01860 

直海谷橋  石川 fuji01225 

直江津橋  新潟 fuji08560 

直川橋   和歌 fuji27305 

直代橋   佐賀 fuji44643 

直地橋   広島 fuji49371 

直別橋   北海 fuji49629 

直別川橋  北海 fuji09687 

直峯橋   新潟 fuji38587 

直方跨線橋 福岡 fuji30392 

直方新橋  福岡 fuji21507 

直方第一陸橋 福岡 fuji06657 

直利橋   栃木 fuji04462 

沈堕橋   大分 fuji24275 

珍野橋   静岡 fuji41269 

鎮橋    北海 fuji08442 

鎮守橋   宮城 fuji34662 

鎮守橋   埼玉 fuji13752 

鎮守橋   東京 fuji20036 

鎮守神社石橋 佐賀 fuji22469 

鎮守府第二門陸橋  

広島 fuji22461 

鎮西橋   長崎 fuji25578 

鎮西橋   福岡 fuji14319 
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津き見橋  高知 fuji24185 

津の橋   京都 fuji22541 

津ノ谷橋   岡山 fuji21247 

津井橋   兵庫 fuji31679 

津屋崎橋  福岡 fuji16487 

津屋谷橋  岐阜 fuji23176 

津賀橋   高知 fuji37485 

津貫橋   鹿児 fuji22433 

津久井橋  神奈 fuji14097 

津久井沢橋 埼玉 fuji53618 

津久見川橋 大分 fuji14216 

津久瀬橋  群馬 fuji29063 

津久美橋（→久瀬橋）  

岐阜 fuji12739 

津久美橋（津汲橋）  

岐阜 fuji12739 

津久茂橋  山形 fuji42377 

津久毛橋  宮城 fuji35112 

津久野橋  新潟 fuji04987 

津汲橋（津久美橋）  

岐阜 fuji12739 

津熊橋   福岡 fuji38519 

津軽大橋（長泥橋）  

青森 fuji52767 

津高橋   北海 fuji48085 

津山大橋（大橋）  

岡山 fuji31145 

津志河内橋 大分 fuji38618 

津志橋   大阪 fuji43888 

津守橋   大阪 fuji19419 

津川橋   岡山 fuji20625 

津村橋   香川 fuji18245 

津袋橋   熊本 fuji23882 

津大橋   高知 fuji30501 

津大大橋  高知 fuji24473 

津沢橋   富山 fuji08833 

津谷川学園橋 宮城 fuji31130 

津谷木橋  埼玉 fuji30888 

津知橋   京都 fuji16890 

津地橋   鳥取 fuji49137 

津地獄橋  茨城 fuji40161 

津地谷川橋 鳥取 fuji16260 

津智嶽橋  茨城 fuji40199 

津津橋   福島 fuji30635 

津々良川橋 大分 fuji18324 

津田橋   宮城 fuji02968 

津田橋   香川 fuji20507 

津田橋   石川 fuji45945 

津田橋 徳島 fuji14248 

津田橋(コンニャク橋)  

徳島 fuji07012 

津田小橋  徳島 fuji19444 

津田沼橋  千葉 fuji48355 

津田川橋  香川 fuji08896 

津田川橋  大阪 fuji07703 

津田川橋  島根 fuji16767 

津田川橋  兵庫 fuji15429 

津島街道橋 愛知 fuji45390 

津島橋   愛媛 fuji44621 

津島橋   香川 fuji25494 

津島橋   新潟 fuji53643 

津堂高架橋 大阪 fuji53437 

津之郷橋  香川 fuji48962 

津波橋   鳥取 fuji32841 

津梅川橋  青森 fuji02070 
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津梅木橋  鹿児 fuji23308 

津白橋   熊本 fuji35484 

津幡跨線橋 石川 fuji49574 

津幡川橋  石川 fuji35429 

津伏大橋  広島 fuji53871 

津別橋   北海 fuji37925 

津別跨線橋 北海 fuji48474 

津保川橋  岐阜 fuji12028 

津房橋   大分 fuji50322 

津本橋   和歌 fuji33528 

津万橋   兵庫 fuji09992 

津民橋   大分 fuji21316 

津門橋   兵庫 fuji18827 

津門高架橋 兵庫 fuji18898 

津門川橋  兵庫 fuji02164 

津門第二架道橋  

兵庫 fuji18672 

津野川橋  高知 fuji38515 

津柳橋   香川 fuji42622 

津留橋   熊本 fuji07612 

津留橋   三重 fuji20890 

津留橋   福岡 fuji24454 

津留橋（→舞鶴橋）  

大分 fuji02453 

津留瀬橋  大分 fuji34781 

津留二号橋 大分 fuji30963 

津留平橋  大分 fuji29550 

津呂橋   和歌 fuji10755 

津和谷橋  岡山 fuji28742 

津和野大橋 島根 fuji27979 

椎屋大橋  宮崎 fuji50827 

椎河脇橋  静岡 fuji41541 

椎橋    東京 fuji17011 

椎原吊橋  宮崎 fuji38649 

椎戸橋   大分 fuji47735 

椎山谷橋  高知 fuji25766 

椎出架道橋 和歌 fuji38918 

椎場橋   長崎 fuji38346 

椎窓眼鏡橋 福岡 fuji30743 

椎地谷橋  徳島 fuji50435 

椎之谷橋  徳島 fuji26719 

椎平大橋  奈良 fuji44833 

椎名川橋  高知 fuji52212 

椎木橋   大分 fuji29732 

椎良橋   沖縄 fuji08618 

槌橋    大阪 fuji00231 

追貝刎橋（千歳橋）  

群馬 fuji00149 

追坂橋   広島 fuji31148 

追子ノ木橋（→千歳橋）  

青森 fuji03714 

追出橋   神奈 fuji47828 

追川橋   長野 fuji24966 

追波川橋  宮城 fuji44797 

追分架道橋 滋賀 fuji12510 

追分橋   岐阜 fuji32745 

追分橋   三重 fuji30950 

追分橋   滋賀 fuji05894 

追分橋   青森 fuji10773 

追分橋   静岡 fuji03181 

追分橋   福島 fuji40359 

追分橋   北海 fuji19652 

追分跨線橋 北海 fuji46889 

追分線乗越橋 北海 fuji51338 

追矢橋   広島 fuji07525 

追立橋   徳島 fuji53884 

追良瀬橋  青森 fuji07121 

追良瀬川橋 青森 fuji25654 

追路橋   愛知 fuji53823 

通の車橋  大分 fuji01030 

通り橋   山形 fuji41200 

通り新町架道橋  

東京 fuji45275 

通稲納島太鼓橋（青木橋） 

宮崎 fuji17752 

通栄橋   北海 fuji52693 

通学橋   愛知 fuji33516 

通学橋   佐賀 fuji16348 

通学橋   山口 fuji35068 

通学橋   山梨 fuji36586 

通学橋   静岡 fuji13909 

通学橋   石川 fuji44490 

通学橋   福井 fuji14103 

通学橋   北海 fuji36698 

通学橋（竜上橋）  

長野 fuji17136 

通橋    沖縄 fuji08617 

通橋    北海 fuji40348 

通元寺橋  岐阜 fuji29960 

通原橋   島根 fuji46216 

通山橋   大分 fuji36469 

通潤橋   熊本 fuji01416 

通新町陸橋 東京 fuji07472 

通水岐島橋 北海 fuji31743 

通船橋   新潟 fuji43604 

通船川橋  新潟 fuji17305 

通町橋   秋田 fuji00461 

通吊橋   長野 fuji36776 

通天橋   愛媛 fuji35143 

通天橋   京都 fuji00146 

通天橋   青森 fuji25882 

通天橋   鳥取 fuji21239 

通洞橋   栃木 fuji12456 

通文橋   北海 fuji36673 

塚ノ前陸橋  兵庫 fuji21460 

塚越橋   埼玉 fuji12128 

塚越橋   東京 fuji31887 

塚橋    和歌 fuji27439 

塚原橋   香川 fuji28771 

塚原橋   神奈 fuji33133 

塚口跨線橋 兵庫 fuji15435 

塚口第二跨線橋  

兵庫 fuji29893 

塚崎橋１号  福岡 fuji34771 

塚山橋   新潟 fuji33287 

塚川橋   山梨 fuji47849 

塚田橋   愛知 fuji46753 

塚田橋   岐阜 fuji03729 

塚田橋   鹿児 fuji08933 

塚田橋   石川 fuji40386 

塚田橋   東京 fuji03572 

塚田川橋    fuji04900 

塚服橋   大阪 fuji10831 

塚本橋   鹿児 fuji33439 

塚本橋   長野 fuji11410 

塚本跨線橋 大阪 fuji44885 

塚脇橋   香川 fuji23440 

塚脇橋   大阪 fuji28274 

栂瀬橋   徳島 fuji01551 

槻の木橋  秋田 fuji49060 

槻の木橋  福島 fuji41642 

槻川橋   埼玉 fuji25676 

槻木橋   宮城 fuji02290 

槻木橋（柳川橋）  

長野 fuji36336 

槻木川橋  静岡 fuji53338 

佃橋    三重 fuji44113 

佃橋    山梨 fuji36335 

佃橋    大阪 fuji18815 

佃橋    東京 fuji06915 

佃橋    兵庫 fuji43993 

佃橋（→芦川橋）  

山梨 fuji01228 

佃小橋   東京 fuji03157 

佃大橋   東京 fuji44850 

柘植橋（伊賀大橋）  

三重 fuji46725 

辻の堂橋  宮崎 fuji07223 

辻ノ堂橋   佐賀 fuji32868 

辻架道橋  徳島 fuji33410 

辻垣橋   福岡 fuji32864 

辻巻第一橋 岡山 fuji19431 

辻巻第三橋 岡山 fuji19433 

辻巻第二橋 岡山 fuji19432 

辻橋    佐賀 fuji14642 

辻橋    埼玉 fuji01937 

辻橋    東京 fuji08463 

辻橋    福岡 fuji44712 

辻橋    北海 fuji37533 

辻大橋   埼玉 fuji12126 

辻渡橋   大分 fuji30972 

辻堂橋   香川 fuji50298 

蔦越橋   鹿児 fuji43047 

蔦木橋   島根 fuji06059 

綴子新橋  秋田 fuji46918 

椿井橋   奈良 fuji09425 

椿橋    群馬 fuji33354 

椿橋    島根 fuji28731 

椿橋    東京 fuji40528 

椿橋    奈良 fuji47910 

椿原橋（馬狩谷橋）  

岐阜 fuji33637 

椿梗橋   北海 fuji50192 

椿森陸橋  千葉 fuji29574 

椿川橋   山口 fuji17989 

椿沢水路橋 神奈 fuji10923 

椿谷橋   高知 fuji25765 

椿平橋   鹿児 fuji01386 

潰田橋   島根 fuji47924 

潰溜橋   高知 fuji48440 

坪の内高架橋 神奈 fuji52853 

坪井橋   山梨 fuji41691 

坪井橋   静岡 fuji45371 

坪井川橋  岡山 fuji16783 

坪井平橋  群馬 fuji39209 

坪橋    青森 fuji04945 

坪根橋   新潟 fuji17547 

坪尻橋   徳島 fuji48422 

坪川橋   山梨 fuji53787 

坪川橋   青森 fuji03772 

坪川橋（増穂橋）  

山梨 fuji02130 

坪沢橋   東京 fuji36818 

坪谷橋   宮崎 fuji11963 

坪野橋   北海 fuji53462 

嬬恋橋   群馬 fuji11917 

爪屋橋   石川 fuji41227 

爪谷橋   和歌 fuji21717 

爪木屋橋  福岡 fuji11464 

吊橋    岐阜 fuji40793 

吊橋    北海 fuji19808 

釣ケ谷橋  高知 fuji45806 

釣橋    岡山 fuji22154 

釣橋    静岡 fuji03984 

釣橋跨線橋 北海 fuji42516 

釣橋川橋  静岡 fuji04564 

釣懸橋   神奈 fuji28848 

釣懸沢橋  北海 fuji45575 

釣鐘橋   大阪 fuji18663 

釣川橋   福岡 fuji05986 

釣船橋   東京 fuji22617 

釣沢橋   新潟 fuji13390 

釣地橋   栃木 fuji14568 

釣浜橋   新潟 fuji51062 

釣瓶橋   岐阜 fuji36804 

鶴ケ唄橋  青森 fuji03216 

鶴ケ岡橋  福島 fuji17004 

鶴ケ橋   広島 fuji04210 

鶴ノ橋   神奈 fuji04772 

鶴の橋   東京 fuji35918 

鶴ノ巣避溢橋 岐阜 fuji25697 

鶴の平橋（→水ケ崎橋） 

 宮崎 fuji37754 

鶴の里橋  滋賀 fuji48791 

鶴羽橋   大分 fuji04440 

鶴園橋   山形 fuji02529 

鶴岡橋   兵庫 fuji07709 

鶴岡橋（円山川橋）  

兵庫 fuji21208 

鶴岡跨線橋 山形 fuji30415 

鶴屋橋   神奈 fuji20710 

鶴下村中橋 熊本 fuji02627 

鶴巻橋   神奈 fuji20050 

鶴巻高架橋 神奈 fuji52856 

鶴巻田橋  山形 fuji27393 

鶴丸橋   鹿児 fuji39578 

鶴亀橋   岡山 fuji09804 

鶴亀橋   長崎 fuji02065 

鶴亀橋   北海 fuji33320 

鶴亀橋（雁亀橋）  

新潟 fuji07493 

鶴亀橋（雁亀橋）  

新潟 fuji44967 

鶴亀橋（八幡橋）  

兵庫 fuji05121 

鶴橋    長崎 fuji05089 

鶴橋    徳島 fuji39273 

鶴橋    福岡 fuji39671 

鶴橋    兵庫 fuji33567 

鶴橋架道橋 大阪 fuji23802 

鶴橋町高架橋 大阪 fuji24356 

鶴金橋   神奈 fuji23340 

鶴喰橋   青森 fuji11364 

鶴見駅構内跨線人道橋  

神奈 fuji45306 

鶴見橋   岡山 fuji04836 

鶴見橋   群馬 fuji09601 

鶴見橋   広島 fuji03645 

鶴見橋   神奈 fuji00511 

鶴見橋   大阪 fuji19415 

鶴見橋（→鶴見川橋）  

神奈 fuji18084 

鶴見橋（←旭橋）  

岡山 fuji04505 

鶴見橋（蓬莱橋）  

岡山 fuji00591 

鶴見跨線橋 大阪 fuji19709 

鶴見高架橋 神奈 fuji22454 

鶴見水管橋 神奈 fuji34490 

鶴見川橋（←鶴見橋）  

神奈 fuji18084 

鶴見川専用橋 神奈 fuji43280 

鶴見大橋（新鶴見橋）  

神奈 fuji30752 

鶴見第一高架橋  

神奈 fuji46936 

鶴見第二高架 神奈 fuji46712 

鶴江橋   広島 fuji29431 

鶴崎橋   大分 fuji10379 

鶴三緒橋  福岡 fuji52273 

鶴飼橋   岩手 fuji07629 

鶴蒔橋   神奈 fuji51871 

鶴寿橋   新潟 fuji02448 

鶴寿橋   青森 fuji17072 

鶴寿橋   東京 fuji20032 

鶴寿橋（永代橋）  

青森 fuji06842 

鶴沼橋   福島 fuji09303 
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鶴栖橋   大分 fuji04263 

鶴生橋   福島 fuji15917 

鶴生田橋  群馬 fuji19648 

鶴石橋   徳島 fuji33249 

鶴川間橋  鹿児 fuji30666 

鶴川橋   山梨 fuji01490 

鶴川橋   大分 fuji02596 

鶴川橋   和歌 fuji33022 

鶴巣橋   岐阜 fuji47872 

鶴多橋   石川 fuji47680 

鶴谷橋   愛知 fuji24734 

鶴田架道橋 福島 fuji47651 

鶴田橋   岡山 fuji23258 

鶴田橋   山形 fuji25902 

鶴田橋   鹿児 fuji20665 

鶴田橋   青森 fuji06843 

鶴田橋   福岡 fuji35955 

鶴田橋（→神埼橋）  

佐賀 fuji18151 

鶴島橋   東京 fuji21854 

鶴島橋   兵庫 fuji28883 

鶴之橋   神奈 fuji01918 

鶴之橋   大阪 fuji02051 

鶴尾橋   鹿児 fuji07455 

鶴尾橋   鳥取 fuji49345 

鶴舞橋   愛知 fuji11426 

鶴舞橋   栃木 fuji42539 

鶴部橋   長野 fuji09396 

鶴歩橋   東京 fuji19903 

鶴峯橋   鹿児 fuji41312 

鶴野橋   鹿児 fuji35858 

鶴野橋   神奈 fuji52544 

鶴野橋   大阪 fuji52948 

鶴立橋   東京 fuji20575 

鶴留橋   鹿児 fuji18468 

鶴林橋   東京 fuji48746 

 

… テ… 
 

低橋    秋田 fuji48614 

低橋川橋  滋賀 fuji17446 

貞光橋   徳島 fuji12917 

貞光川橋  徳島 fuji13422 

貞山橋   宮城 fuji18274 

貞山堀運河橋 宮城 fuji26404 

貞重橋   広島 fuji22398 

貞任橋   香川 fuji47526 

貞末橋   徳島 fuji25154 

堤橋    宮城 fuji02513 

堤橋    熊本 fuji04244 

堤橋    新潟 fuji38289 

堤橋    青森 fuji02076 

堤橋    大分 fuji17742 

堤橋    兵庫 fuji06982 

堤川橋   青森 fuji06292 

堤川大橋（大橋）  

青森 fuji00396 

堤沢橋   愛知 fuji52933 

堤沢橋   秋田 fuji28150 

堤添跨線橋 兵庫 fuji30765 

堤方橋   東京 fuji28457 

定屋橋   広島 fuji01174 

定五郎橋  三重 fuji07585 

定光寺橋  新潟 fuji19771 

定次橋   福井 fuji32358 

定治郎橋  大阪 fuji46558 

定川橋   宮城 fuji27803 

定道橋   徳島 fuji34262 

定之段橋  鹿児 fuji09862 

定万川橋  岡山 fuji06343 

帝釈橋   兵庫 fuji24098 

帝石橋   新潟 fuji37104 

帝塚山橋  大阪 fuji38912 

底瀬橋   愛知 fuji22991 

底沢橋   神奈 fuji41474 

庭窪跨道橋 大阪 fuji52439 

庭瀬跨線橋 岡山 fuji23058 

弟子屈橋  北海 fuji09338 

提内橋   大分 fuji38535 

梯大橋   石川 fuji02127 

汀橋    神奈 fuji27167 

碇ヶ関陸橋  青森 fuji51208 

碇ケ橋   青森 fuji02949 

碇橋    兵庫 fuji11016 

碇大橋   秋田 fuji03268 

程野橋   高知 fuji29445 

締切橋   岩手 fuji22216 

蹄橋    神奈 fuji51800 

逓近橋   北海 fuji43513 

邸成橋   秋田 fuji28834 

釘の花橋  熊本 fuji42461 

鼎橋    岐阜 fuji04560 

鼎橋    北海 fuji12566 

鼎橋（久米路橋）  

長野 fuji10178 

泥の木橋  北海 fuji09684 

泥橋    愛知 fuji09035 

泥江橋   愛知 fuji04903 

泥川橋   北海 fuji35709 

滴橋    北海 fuji30802 

滴石橋   宮城 fuji27219 

的場橋   愛媛 fuji40653 

的場橋   群馬 fuji38122 

的場橋   広島 fuji17462 

的場橋   香川 fuji15271 

的場橋   埼玉 fuji42711 

的場橋   山口 fuji44604 

的場橋   山梨 fuji40725 

的場橋   静岡 fuji45346 

的場橋   島根 fuji51469 

的場橋   奈良 fuji10594 

的場橋   和歌 fuji28490 

笛吹橋   三重 fuji03622 

笛吹橋   山梨 fuji15485 

笛吹橋   長崎 fuji53531 

笛吹橋   北海 fuji50343 

笛吹川橋  山梨 fuji02128 

鏑橋    群馬 fuji10981 

鏑川橋   群馬 fuji07754 

鏑木川橋  群馬 fuji20009 

哲岩橋   群馬 fuji18067 

徹別橋   北海 fuji31740 

徹雄橋   北海 fuji39419 

鉄のはし（吉田橋）  

神奈 fuji01671 

鉄管橋   群馬 fuji24319 

鉄管橋（サイホン橋）  

長野 fuji29035 

鉄管道跨線橋 岐阜 fuji34432 

鉄橋    愛知 fuji08709 

鉄橋（銕橋・くろがね橋） 

 長崎 fuji01646 

鉄穴橋   広島 fuji34076 

鉄見橋   北海 fuji26806 

鉄山橋   鹿児 fuji15897 

鉄線橋   静岡 fuji04277 

鉄線橋   和歌 fuji09208 

鉄線橋（井川橋）  

静岡 fuji04277 

鉄道堀橋  東京 fuji20689 

鉄徳橋   北海 fuji48671 

鉄平橋   北海 fuji32306 

鉄砲洲橋  東京 fuji06701 

鉄條橋   徳島 fuji13584 

天ケ橋   岐阜 fuji07024 

天ケ瀬橋  岩手 fuji38710 

天ケ瀬橋  京都 fuji30369 

天ケ瀬橋  三重 fuji48052 

天ケ瀬橋  大分 fuji20287 

天ヶ瀬第一橋 大分 fuji52627 

天ヶ瀬第二橋 大分 fuji52979 

天ケ沢橋  宮城 fuji36986 

天の川橋  茨城 fuji37814 

天の川橋  北海 fuji38869 

天の中川橋 長野 fuji12745 

天ノ浮橋（布橋）  

富山 fuji00126 

天井川橋  兵庫 fuji17503 

天一橋   大阪 fuji41280 

天引橋   京都 fuji27293 

天引川橋  群馬 fuji17272 

天永橋   大阪 fuji38601 

天塩跨線橋 北海 fuji46794 

天塩川橋  北海 fuji09541 

天塩大橋（曙橋）  

北海 fuji14166 

天王下橋  神奈 fuji43822 

天王橋   三重 fuji01738 

天王橋   新潟 fuji06485 

天王橋   神奈 fuji19532 

天王橋   長野 fuji40396 

天王橋   兵庫 fuji09422 

天王橋（鹿又橋）  

宮城 fuji25450 

天王橋（上天王橋）  

東京 fuji25240 

天王崎橋  愛知 fuji12835 

天王寺京橋間高架橋  

大阪 fuji24265 

天王州橋  東京 fuji32556 

天王川架道橋 兵庫 fuji07107 

天王川橋  岐阜 fuji29235 

天王川橋  千葉 fuji14514 

天王田大橋 大阪 fuji38910 

天下橋   滋賀 fuji27011 

天下橋   秋田 fuji42849 

天河内川橋 島根 fuji14809 

天花寺橋  三重 fuji25354 

天間館橋  青森 fuji06089 

天間橋   青森 fuji04052 

天間林橋  青森 fuji07126 

天岩戸橋  宮崎 fuji45488 

天願橋   沖縄 fuji27164 

天橋    愛知 fuji12156 

天橋    静岡 fuji19549 

天郷川橋  鳥取 fuji17959 

天狗岩橋  群馬 fuji33732 

天狗岩橋  北海 fuji51107 

天狗橋   岐阜 fuji18290 

天狗橋   宮城 fuji03833 

天狗橋   熊本 fuji17686 

天狗橋   群馬 fuji28593 

天狗橋   広島 fuji16323 

天狗橋   山梨 fuji41523 

天狗橋   神奈 fuji42660 

天狗橋   大阪 fuji28803 

天狗橋   北海 fuji12571 

天狗橋（手取川橋）  

石川 fuji23605 

天狗原橋  山梨 fuji50708 

天狗沢橋  宮城 fuji36378 

天狗沢橋  山梨 fuji40227 

天慶橋   東京 fuji23988 

天桂橋   北海 fuji47245 

天月川橋  熊本 fuji10960 

天建寺橋  福岡 fuji34422 

天原橋   新潟 fuji05508 

天現寺橋  東京 fuji11392 

天戸橋   福島 fuji13538 

天戸大橋  千葉 fuji30779 

天工橋   岩手 fuji00997 

天皇ノ森橋  徳島 fuji47149 

天皇橋   愛媛 fuji12642 

天皇橋   滋賀 fuji09780 

天崎橋   広島 fuji53869 

天山橋   愛媛 fuji05395 

天子橋   熊本 fuji53396 

天子橋   山口 fuji38189 

天竺橋   福岡 fuji09813 

天竺川橋  大阪 fuji43716 

天主橋   福井 fuji26224 

天取橋   高知 fuji35846 

天女橋   沖縄 fuji00085 

天女橋（弁財天橋）  

長野 fuji08852 

天沼橋   岩手 fuji40485 

天照橋   福岡 fuji36345 

天祥橋   三重 fuji38458 

天上開橋  徳島 fuji43006 

天上川橋  兵庫 fuji43914 

天森橋   静岡 fuji16393 

天神めがね橋 熊本 fuji01291 

天神橋   愛知 fuji17217 

天神橋   愛媛 fuji14858 

天神橋   岡山 fuji00452 

天神橋   岩手 fuji01467 

天神橋   岐阜 fuji05965 

天神橋   宮崎 fuji15960 

天神橋   宮城 fuji36553 

天神橋   京都 fuji26080 

天神橋   熊本 fuji01332 

天神橋   群馬 fuji18752 

天神橋   広島 fuji42995 

天神橋   香川 fuji33544 

天神橋   埼玉 fuji20678 

天神橋   山形 fuji44692 

天神橋   山口 fuji34020 

天神橋   山梨 fuji15930 

天神橋   滋賀 fuji30430 

天神橋   鹿児 fuji01173 

天神橋   神奈 fuji19361 

天神橋   静岡 fuji18093 

天神橋   石川 fuji01634 

天神橋   大阪 fuji00106 

天神橋   大分 fuji07432 

天神橋   鳥取 fuji04588 

天神橋   島根 fuji29297 

天神橋   東京 fuji00346 

天神橋   徳島 fuji22486 

天神橋   栃木 fuji37402 

天神橋   奈良 fuji09169 

天神橋   富山 fuji23474 

天神橋   福井 fuji34040 

天神橋   福島 fuji44881 

天神橋   兵庫 fuji18838 

天神橋   北海 fuji31219 

天神橋（←新川橋）  

福岡 fuji11029 

天神橋（←真如寺橋）  

高知 fuji00216 

天神橋（大屋戸橋）  

三重 fuji10342 

天神橋～淡路間高架  

大阪 fuji18193 

天神橋筋架道橋  

大阪 fuji23810 

天神橋大橋（←大橋）  

高知 fuji00135 
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天神橋落橋 高知 fuji07794 

天神原跨線橋 静岡 fuji26036 

天神小橋  愛媛 fuji28773 

天神小橋  大阪 fuji16236 

天神森橋  静岡 fuji36002 

天神川橋  岩手 fuji53746 

天神川橋  京都 fuji02645 

天神川橋  三重 fuji06859 

天神川橋  鳥取 fuji09580 

天神川橋  徳島 fuji08707 

天神川橋  兵庫 fuji11645 

天神谷橋  高知 fuji17379 

天神谷川橋 岐阜 fuji07311 

天神南橋  佐賀 fuji25253 

天神避溢橋 宮崎 fuji15455 

天神尾橋  大分 fuji12093 

天神免橋  熊本 fuji13472 

天神陸橋  北海 fuji41610 

天人橋   北海 fuji29377 

天瀬橋   鹿児 fuji13767 

天瀬川橋  秋田 fuji47255 

天川橋   山梨 fuji45949 

天川橋   兵庫 fuji00276 

天然橋   群馬 fuji07830 

天然橋   大分 fuji12388 

天草三号橋（中之橋）  

熊本 fuji48642 

天草四号橋（前島橋）  

熊本 fuji48643 

天台橋   群馬 fuji17007 

天台川橋  京都 fuji09987 

天大橋   群馬 fuji12669 

天谷の沢橋 北海 fuji43084 

天谷橋   京都 fuji53845 

天智橋   北海 fuji13926 

天池橋   新潟 fuji41990 

天池橋   石川 fuji37703 

天津橋   山口 fuji01016 

天津橋   鹿児 fuji50836 

天津橋   千葉 fuji12237 

天津神川水路橋  

京都 fuji10753 

天津沢橋  宮城 fuji02264 

天津名橋（万年橋）  

山梨 fuji23547 

天辻川橋  新潟 fuji12494 

天田橋   愛知 fuji02138 

天田橋   福井 fuji07868 

天田橋   和歌 fuji02584 

天堂橋   青森 fuji42833 

天童跨線橋 山形 fuji46921 

天童大橋  山形 fuji51624 

天道橋   福岡 fuji40141 

天徳寺橋  群馬 fuji47804 

天南橋（南原橋）  

長野 fuji08255 

天二橋   大阪 fuji43896 

天馬橋   島根 fuji20614 

天白橋   愛知 fuji37793 

天白橋   三重 fuji12696 

天白橋   長野 fuji07870 

天白川橋  愛 知 fuji05010 

天尾橋   山口 fuji36529 

天平橋   奈良 fuji36207 

天保橋   新潟 fuji24937 

天保橋   奈良 fuji28325 

天保山運河支線橋  

大阪 fuji20736 

天保山橋  鹿児 fuji27163 

天保山大橋 鹿児 fuji50461 

天方橋   静岡 fuji20600 

天幕橋   北海 fuji50846 

天満駅構内跨線橋  

大阪 fuji49869 

天満宮太鼓橋 滋賀 fuji14257 

天満宮太鼓橋 静岡 fuji16095 

天満橋   愛媛 fuji04611 

天満橋   岡山 fuji27328 

天満橋   群馬 fuji49246 

天満橋   広島 fuji03354 

天満橋   佐賀 fuji28115 

天満橋   滋賀 fuji08750 

天満橋   大阪 fuji00107 

天満橋   大分 fuji47980 

天満橋   鳥取 fuji47706 

天満橋   和歌 fuji05064 

天満橋筋町高架橋  

大阪 fuji24362 

天満橋筋陸橋 大阪 fuji23808 

天満橋通橋 大阪 fuji23811 

天満川橋  香川 fuji05751 

天湊橋   千葉 fuji13125 

天明橋   熊本 fuji37154 

天明橋   三重 fuji17565 

天明橋   福島 fuji47797 

天明神川橋 熊本 fuji07066 

天門橋   熊本 fuji48080 

天野橋   奈良 fuji07416 

天野橋（←岩滝橋）  

三重 fuji47117 

天野川橋  滋賀 fuji24638 

天野前橋  島根 fuji28727 

天矢場橋  山梨 fuji34044 

天佑橋   北海 fuji53564 

天祐寺橋  佐賀 fuji25252 

天流橋   徳島 fuji03934 

天竜橋   茨城 fuji26451 

天竜橋   宮崎 fuji18161 

天竜橋   群馬 fuji31422 

天竜橋   北海 fuji10717 

天竜橋（→南原橋）  

長野 fuji01707 

天竜橋（時又橋）  

長野 fuji07683 

天竜橋（鹿島橋）  

静岡 fuji11932 

天竜川橋  群馬 fuji17265 

天竜川橋  静岡 fuji12811 

天竜川橋  長野 fuji17672 

天竜川水路橋 長野 fuji20345 

天龍川橋  静岡 fuji46673 

天龍大橋（大橋）  

長野 fuji05875 

天領橋   福岡 fuji28048 

展開橋 北海 fuji31407 

展景第一橋 三重 fuji48393 

展景第二橋 三重 fuji48394 

展望橋   北海 fuji38368 

展望第横１３号線橋  

北海 fuji49449 

添牛内橋  北海 fuji20668 

添牛内十五線橋  

北海 fuji16495 

添牛内十三線五号橋  

北海 fuji19081 

添原橋   三重 fuji53835 

添山川橋  北海 fuji21955 

添石橋   島根 fuji39161 

添川橋   三重 fuji49130 

添川橋   秋田 fuji52073 

添沢橋   宮城 fuji46299 

添谷橋   岡山 fuji20197 

添谷橋   島根 fuji22688 

添地橋   高知 fuji26332 

転丸沢橋  長野 fuji11295 

伝右橋 東  京 fuji48902 

伝右川橋  埼玉 fuji08315 

伝幸渕橋  茨城 fuji49072 

伝城橋   徳島 fuji16025 

伝唐大橋  三重 fuji41406 

伝馬橋   愛知 fuji00187 

伝馬橋   長野 fuji15171 

伝馬橋   兵庫 fuji25094 

伝馬橋（→熱田橋）  

愛知 fuji10579 

伝馬跨線橋 愛知 fuji32124 

伝兵衛橋  東京 fuji11283 

伝兵衛後橋 東京 fuji02554 

伝平橋   千葉 fuji53633 

伝法寺橋  愛知 fuji46951 

伝法大橋  大阪 fuji30374 

伝法中橋  大阪 fuji27578 

殿さん橋   愛知 fuji00069 

殿井橋   和歌 fuji10111 

殿河内橋  島根 fuji46984 

殿垣内橋  和歌 fuji04203 

殿宮橋   徳島 fuji09176 

殿橋    静岡 fuji12292 

殿橋    長野 fuji23411 

殿橋    富山 fuji24005 

殿橋    和歌 fuji29426 

殿橋（菅生橋，大矢橋）  

愛知 fuji00285 

殿上橋   山梨 fuji23754 

殿川橋   香川 fuji48591 

殿倉橋   埼玉 fuji31227 

殿大橋   長野 fuji48099 

殿町橋   滋賀 fuji18101 

殿島架道橋 静岡 fuji35536 

殿島橋   長野 fuji00495 

澱橋（支倉橋、淀見が橋）  

宮城 fuji00506 

澱川橋   京都 fuji19926 

澱川橋   大阪 fuji07252 

田の原橋  大分 fuji19173 

田ノ口橋   高知 fuji47967 

田ノ口跨線橋 兵庫 fuji43649 

田ノ口水路橋 大分 fuji29857 

田の小野橋 山口 fuji43657 

田ノ上橋   秋田 fuji38991 

田の上橋（士京橋）  

岐阜 fuji26204 

田ノ尻橋   広島 fuji13229 

田の尻橋  青森 fuji04047 

田ノ川橋   高知 fuji30500 

田ノ沢橋   宮城 fuji02691 

田ノ沢第一橋 青森 fuji39192 

田ノ沢第二橋 青森 fuji39314 

田の平橋  大分 fuji40671 

田井ノ瀬橋  和歌 fuji03348 

田井暗橋  岡山 fuji11508 

田井橋   岡山 fuji10600 

田井橋   山形 fuji05828 

田井原橋  長崎 fuji03107 

田井等橋  沖縄 fuji10389 

田引橋   三重 fuji42959 

田浦橋   青森 fuji01727 

田浦橋   大分 fuji25221 

田浦川橋  熊本 fuji18050 

田越橋   神奈 fuji31202 

田越橋（御堂島橋）  

長野 fuji31229 

田屋ケ原橋  広島 fuji31565 

田屋橋   神奈 fuji40534 

田屋橋   富山 fuji24434 

田下橋   長崎 fuji05339 

田河橋   新潟 fuji42403 

田河川橋  新潟 fuji16228 

田海橋   鹿児 fuji19634 

田貫川橋  鹿児 fuji25807 

田丸橋   愛媛 fuji30859 

田丸橋   徳島 fuji17681 

田儀川橋  島根 fuji13877 

田吉村めがね橋  

熊本 fuji01331 

田久川橋    fuji14161 

田宮橋   福岡 fuji17480 

田京橋   千葉 fuji19511 

田君川橋  兵庫 fuji12525 

田元橋   山形 fuji47792 

田元橋   山梨 fuji40741 

田元橋   栃木 fuji10429 

田原橋   岡山 fuji15247 

田原橋   宮崎 fuji30964 

田原橋   山口 fuji34744 

田原橋   鹿児 fuji20471 

田原橋   大分 fuji36064 

田原橋   福井 fuji24959 

田原橋   福島 fuji44451 

田原橋   和歌 fuji45969 

田原川橋  熊本 fuji34308 

田吾沢橋  福島 fuji25917 

田光橋   青森 fuji31495 

田口橋   岐阜 fuji08859 

田口橋   熊本 fuji33552 

田向橋   富山 fuji30890 

田高田橋  宮城 fuji04097 

田黒橋   群馬 fuji51400 

田黒橋   高知 fuji29987 

田崎橋   熊本 fuji07075 

田崎橋   大分 fuji36472 

田崎跨線橋 熊本 fuji33097 

田山川橋  岩手 fuji20985 

田子ノ橋   宮城 fuji03823 

田子屋架道橋 福島 fuji46119 

田子橋   青森 fuji03203 

田子倉橋  福島 fuji34226 

田子大橋（←馬橋）  

宮城 fuji53007 

田子沢Ⅱ橋 岐阜 fuji40565 

田子内橋  秋田 fuji26447 

田治部橋  岡山 fuji22148 

田篠橋   群馬 fuji04121 

田守橋   東京 fuji34681 

田手橋   佐賀 fuji35236 

田手川橋  佐賀 fuji06281 

田就橋   香川 fuji07787 

田宿川橋  静岡 fuji32575 

田出ノ川橋  高知 fuji28033 

田処橋   愛媛 fuji41896 

田小沢橋  岐阜 fuji40103 

田上川橋  鹿児 fuji13105 

田上避溢橋 鹿児 fuji13104 

田尻橋   広島 fuji39538 

田尻橋   三重 fuji53838 

田尻橋   滋賀 fuji25384 

田尻橋   鹿児 fuji25586 

田尻橋   大分 fuji43958 

田尻橋   福井 fuji44501 

田尻川橋  香川 fuji20515 

田尻川大橋 宮城 fuji46298 

田尻大橋  広島 fuji07108 

田尻沢橋  福島 fuji14500 

田神橋   岡山 fuji27993 

田神橋   宮崎 fuji37286 

田吹水路橋 広島 fuji29359 

田菅橋   長野 fuji53795 

田瀬橋   岐阜 fuji28864 
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田川一号橋（舟戸橋）  

栃木 fuji52823 

田川橋   宮城 fuji02726 

田川橋   滋賀 fuji11007 

田川橋   新潟 fuji04779 

田川橋   長野 fuji01690 

田川橋   栃木 fuji04669 

田川橋   福岡 fuji25622 

田川橋   福島 fuji46129 

田川橋   北海 fuji32186 

田川橋   和歌 fuji38642 

田川瀬橋（→高尾瀬橋）  

広島 fuji36621 

田川二号橋 栃木 fuji52822 

田倉橋   石川 fuji50257 

田倉川橋  新潟 fuji12491 

田草橋   岡山 fuji34073 

田村橋   岡山 fuji26394 

田村橋   滋賀 fuji00851 

田村橋   北海 fuji39170 

田村橋   和歌 fuji34367 

田代橋   岩手 fuji35500 

田代橋   岐阜 fuji38312 

田代橋   宮崎 fuji30296 

田代橋   山口 fuji47722 

田代橋   鹿児 fuji28064 

田代橋   大分 fuji05977 

田代橋   長崎 fuji01363 

田代橋   福島 fuji08453 

田代橋   北海 fuji43335 

田代川橋  愛知 fuji21156 

田代大橋  宮崎 fuji46018 

田代大橋  秋田 fuji49770 

田代大橋  大分 fuji39568 

田代沢橋    fuji37832 

田沢橋   群馬 fuji35515 

田沢橋   静岡 fuji04800 

田沢橋   長野 fuji10081 

田沢橋   福島 fuji27229 

田沢口第三号橋  

秋田 fuji46102 

田沢口第二号橋  

秋田 fuji47633 

田沢川橋  福島 fuji13354 

田谷橋   埼玉 fuji29200 

田谷五の橋 神奈 fuji32654 

田端橋   福島 fuji33693 

田端跨道橋 福島 fuji34411 

田端大橋（江戸坂跨線橋）  

東京 fuji26557 

田中架道橋 鹿児 fuji09003 

田中橋   茨城 fuji51944 

田中橋   岡山 fuji49357 

田中橋   岐阜 fuji11414 

田中橋   京都 fuji24061 

田中橋   熊本 fuji01478 

田中橋   群馬 fuji16445 

田中橋   埼玉 fuji01936 

田中橋   山口 fuji17354 

田中橋   鹿児 fuji01439 

田中橋   秋田 fuji43092 

田中橋   新潟 fuji34243 

田中橋   神奈 fuji26936 

田中橋   大分 fuji13082 

田中橋   長崎 fuji09501 

田中橋   長野 fuji23410 

田中橋   島根 fuji33243 

田中橋   東京 fuji03878 

田中橋   徳島 fuji06420 

田中橋   栃木 fuji52525 

田中橋   福岡 fuji25193 

田中橋   北海 fuji49662 

田中川橋  宮城 fuji13329 

田中第一橋 香川 fuji18248 

田中第一橋 神奈 fuji52865 

田中第二橋 香川 fuji18249 

田中第二橋 神奈 fuji52864 

田中二号橋 大分 fuji35085 

田中淵橋  大分 fuji25529 

田中用水橋 栃木 fuji10692 

田町橋   岡山 fuji11877 

田町橋   宮城 fuji45593 

田町橋   熊本 fuji02850 

田町橋   埼玉 fuji13375 

田町橋   神奈 fuji50394 

田町橋   大分 fuji01165 

田町橋   長崎 fuji01361 

田町橋   東京 fuji03150 

田町橋   福岡 fuji42641 

田町大橋  福島 fuji25918 

田沈堕橋  大分 fuji23566 

田津橋   島根 fuji23069 

田鶴橋   岡山 fuji29307 

田鶴野避溢橋 兵庫 fuji21214 

田殿橋   和歌 fuji19057 

田土川橋  岡山 fuji16797 

田島橋   新潟 fuji04707 

田島橋   長崎 fuji01502 

田島橋   東京 fuji00908 

田島橋   福島 fuji34537 

田島橋(←南山橋、宝橋)  

福島 fuji04518 

田島川橋  長崎 fuji25796 

田島沢橋  長野 fuji48382 

田頭橋   佐賀 fuji22587 

田奈橋   神奈 fuji52472 

田内橋   愛知 fuji37870 

田之崎橋  鹿児 fuji14141 

田之上橋  岐阜 fuji27565 

田之神橋  鹿児 fuji34118 

田之野橋  鹿児 fuji31626 

田麦（俣）橋 山形 fuji23520 

田幡橋   愛知 fuji50740 

田尾橋   広島 fuji07476 

田付橋   北海 fuji50640 

田布施川橋 佐賀 fuji07261 

田敷川橋  岩手 fuji32077 

田部川橋  山口 fuji23043 

田福利橋  広島 fuji19590 

田淵橋   長崎 fuji03952 

田平橋   岐阜 fuji53081 

田平避溢橋 鹿児 fuji13103 

田辺橋   群馬 fuji00489 

田辺橋   香川 fuji40433 

田母架道橋 愛知 fuji45736 

田母沢橋  栃木 fuji11506 

田峰橋   愛知 fuji22071 

田万橋（枌所橋）  

香川 fuji28769 

田万川橋  山口 fuji20245 

田万避溢橋 山口 fuji20246 

田蓑橋   大阪 fuji03075 

田名部橋  青森 fuji35497 

田名部川橋 青森 fuji15908 

田面川橋  香川 fuji07110 

田茂谷橋  福井 fuji49835 

田籾橋   富山 fuji19535 

田野井橋  和歌 fuji36770 

田野橋   山梨 fuji41244 

田野橋   栃木 fuji52824 

田野原橋  宮崎 fuji44386 

田野原橋  山口 fuji32166 

田野跨線橋 宮崎 fuji34607 

田野川橋  愛媛 fuji49392 

田野渡瀬橋 愛媛 fuji02378 

田野等橋  高知 fuji19477 

田野々橋  三重 fuji49128 

田野々橋  徳島 fuji17145 

田立橋   神奈 fuji48913 

電橋    愛知 fuji38594 

電賢橋     fuji36149 

電電蔵前専用橋  

東京 fuji49548 

 

… ト… 
 

兎尻橋   秋田 fuji49217 

兎谷橋   岐阜 fuji47859 

兎谷橋   大分 fuji06596 

兎田橋   大阪 fuji14366 

兎之山橋  愛媛 fuji32274 

兎峰橋？（戸望橋）  

東京 fuji31616 

吐合橋   大分 fuji14425 

吐合橋（浦田橋）  

鹿児 fuji14761 

吐師川橋  京都 fuji05898 

吐田橋   奈良 fuji06544 

吐土橋   奈良 fuji09426 

塗川橋   群馬 fuji38119 

徒橋    神奈 fuji45937 

徒歩橋   埼玉 fuji25975 

徒輿橋   兵庫 fuji04282 

斗合田橋  群馬 fuji50375 

斗台橋   大分 fuji04260 

斗満橋   北海 fuji42124 

杜屋橋   山口 fuji15504 

渡り口橋  山口 fuji00829 

渡り所橋（←龍幡橋） 

兵庫 fuji23245 

渡一木橋  鳥取 fuji04593 

渡猿橋（←清滝刎橋）  

京都 fuji00415 

渡海橋   沖縄 fuji09465 

渡釜橋   鹿児 fuji51858 

渡久地橋  沖縄 fuji00800 

渡橋    愛知 fuji37570 

渡橋    岩手 fuji37183 

渡橋    岐阜 fuji28945 

渡月橋   京都 fuji00174 

渡月橋   群馬 fuji00923 

渡月橋   静岡 fuji34581 

渡月橋   北海 fuji16645 

渡原橋   広島 fuji38488 

渡原橋   富山 fuji07023 

渡戸橋（下渡戸橋）  

埼玉 fuji27505 

渡合橋   滋賀 fuji44546 

渡合橋   福島 fuji13528 

渡合橋（郡界橋）  

愛知 fuji26504 

渡場橋   山口 fuji10365 

渡場橋   神奈 fuji33890 

渡瀬橋   岐阜 fuji41538 

渡瀬橋   広島 fuji21473 

渡瀬橋   佐賀 fuji36942 

渡瀬橋   山口 fuji17577 

渡瀬橋   鹿児 fuji12791 

渡瀬橋   新潟 fuji39624 

渡瀬橋   長崎 fuji03953 

渡瀬橋   長野 fuji10994 

渡瀬橋   福岡 fuji27124 

渡瀬橋   兵庫 fuji08109 

渡川橋   宮崎 fuji23558 

渡川橋   山口 fuji24395 

渡川橋（四万十川橋）  

高知 fuji18519 

渡谷橋   静岡 fuji42008 

渡谷橋   大分 fuji17746 

渡地思案橋(思案橋)  

沖縄 fuji00945 

渡池橋   石川 fuji41848 

渡津架道橋 島根 fuji15447 

渡津橋   愛知 fuji21866 

渡々沢橋  山梨 fuji40733 

渡部家橋  大分 fuji27187 

渡部橋   新潟 fuji15229 

渡平橋   長野 fuji22623 

渡辺橋   大阪 fuji00055 

渡名喜橋  沖縄 fuji09829 

渡里橋   山口 fuji19233 

渡里橋   大分 fuji51717 

渡良瀬橋  栃木 fuji09238 

渡良瀬橋  兵庫 fuji29285 

渡良瀬水路橋 栃木 fuji10441 

渡良瀬川橋 群馬 fuji05675 

渡良瀬川橋 栃木 fuji13269 

渡良瀬大橋（←早川田橋）  

群馬 fuji25530 

登喜和橋  岡山 fuji44354 

登喜和橋  北海 fuji39430 

登記所橋  広島 fuji31941 

登橋    北海 fuji40344 

登戸橋   埼玉 fuji44069 

登戸大橋  神奈 fuji37295 

登山橋   鳥取 fuji21758 

登山橋   北海 fuji43340 

登瀬橋   鹿児 fuji29023 

登仙橋   群馬 fuji26259 

登仙橋   埼玉 fuji44801 

登川橋   高知 fuji46998 

登川橋   北海 fuji39429 

登泉橋   北海 fuji33640 

登波離橋（白駒橋）  

長野 fuji04795 

登尾陸橋  香川 fuji21265 

登米大橋（←米神橋）  

宮城 fuji14710 

登米沢橋  宮城 fuji03822 

登別橋   北海 fuji03738 

登竜橋   埼玉 fuji35131 

登竜橋   東京 fuji40807 

登竜橋   北海 fuji41149 

登龍橋   埼玉 fuji13262 

登龍橋   大阪 fuji37667 

登龍橋（粟野橋）  

山口 fuji04017 

登和里橋  北海 fuji48233 

菟砥橋   大阪 fuji04192 

途中橋   長野 fuji27623 

途別橋（千住大橋）  

北海 fuji42049 

都井田橋  京都 fuji32953 

都賀ノ川橋  兵庫 fuji02169 

都賀橋   島根 fuji15701 

都賀川橋  兵庫 fuji15441 

都賀大橋  島根 fuji28399 

都幾川橋  埼玉 fuji04293 

都橋    山梨 fuji40792 

都橋    新潟 fuji38294 

都橋    石川 fuji03602 

都橋    千葉 fuji26201 

都橋    大阪 fuji45449 

都橋    島根 fuji28110 

都橋    東京 fuji09941 

都橋    奈良 fuji39098 

都橋    北海 fuji10468 

都橋（→宮の橋）  



 １１５ 

群馬 fuji05963 

都橋（←野毛橋）  

神奈 fuji01505 

都川橋   島根 fuji27980 

都川大橋  千葉 fuji25982 

都疎浜高架橋 千葉 fuji48856 

都谷沢橋  群馬 fuji20317 

都中橋   広島 fuji53863 

都田橋   大分 fuji37284 

都田川橋  静岡 fuji29890 

都々呂橋  愛媛 fuji25576 

都島橋 大  阪 fuji16239 

都島陸橋  大阪 fuji17325 

都南橋   宮崎 fuji52238 

都濃川橋  宮崎 fuji15838 

都幌橋   北海 fuji43352 

都万神社神橋 宮崎 fuji09217 

都留一号橋 大分 fuji22430 

砥の川橋  北海 fuji46786 

砥山栄橋  北海 fuji43425 

砥山橋   北海 fuji38984 

砥石山橋  愛媛 fuji46242 

砥川橋   栃木 fuji14445 

砥川大橋  長野 fuji02239 

砥沢橋   長野 fuji06717 

砺波橋   鳥取 fuji30286 

砺波大橋（←権正寺橋）  

富山 fuji52347 

度会橋   三重 fuji12297 

土井橋   広島 fuji18846 

土井橋   長崎 fuji03955 

土井川橋  岐阜 fuji49303 

土井川橋  香川 fuji12925 

土井谷橋  岡山 fuji22132 

土宇橋（上養老橋）  

千葉 fuji29121 

土浦橋   茨城 fuji25638 

土岡橋   青森 fuji05822 

土屋橋   広島 fuji27997 

土屋橋   神奈 fuji31292 

土屋橋   大阪 fuji18664 

土屋橋   富山 fuji08834 

土屋原橋  大分 fuji46014 

土釜橋   岩手 fuji10531 

土釜橋   徳島 fuji21782 

土釜二号橋 香川 fuji42627 

土岩屋橋  大分 fuji16107 

土器崎橋  千葉 fuji29205 

土器川橋（祓川橋）  

香川 fuji19457 

土岐橋   岐阜 fuji09775 

土岐口橋（→御幸橋）  

岐阜 fuji03478 

土岐川橋  岐阜 fuji11416 

土岐大橋  岐阜 fuji48142 

土岐津橋（高山橋）  

岐阜 fuji23180 

土居架道橋 大阪 fuji24749 

土居外橋  福岡 fuji33550 

土居橋   愛媛 fuji30856 

土居橋   広島 fuji53374 

土居橋   高知 fuji14404 

土居之谷橋 神奈 fuji47478 

土居分橋  岡山 fuji17050 

土橋    京都 fuji19405 

土橋    群馬 fuji01680 

土橋    神奈 fuji01061 

土橋    長崎 fuji01085 

土橋    長野 fuji07392 

土橋    東京 fuji01579 

土橋    福井 fuji09129 

土橋    福島 fuji07487 

土橋    兵庫 fuji34951 

土橋（→創成橋）  

北海 fuji01783 

土橋高架橋 神奈 fuji51641 

土橋川橋  岩手 fuji16167 

土曲川橋  岡山 fuji06322 

土穴橋   島根 fuji40624 

土穴橋   福岡 fuji17481 

土合橋   岐阜 fuji06519 

土合橋   群馬 fuji40203 

土合橋   長野 fuji27423 

土佐橋   高知 fuji11027 

土佐谷橋  鹿児 fuji43049 

土佐堀橋  大阪 fuji15809 

土佐堀川可動堰（錦橋）  

大阪 fuji22718 

土山橋   京都 fuji47701 

土山橋   滋賀 fuji13227 

土山橋   兵庫 fuji52951 

土師の里跨線橋  

大阪 fuji27031 

土師橋   京都 fuji38019 

土師橋   鳥取 fuji23848 

土師川橋  京都 fuji11329 

土室避溢橋 大阪 fuji44011 

土手川橋  宮城 fuji12006 

土手町橋  青森 fuji00562 

土受橋   石川 fuji47682 

土州橋   東京 fuji10325 

土場橋   北海 fuji38544 

土尻橋   長野 fuji14900 

土瑞橋   静岡 fuji11082 

土瀬戸橋  鹿児 fuji17605 

土生橋   岡山 fuji07204 

土生大橋（府中新橋）  

広島 fuji41287 

土生田橋  山形 fuji03134 

土川橋   滋賀 fuji39251 

土川橋   富山 fuji24007 

土第二発電所水路橋  

岐阜 fuji26646 

土沢橋   長野 fuji03897 

土谷川橋  長野 fuji26632 

土柱橋   徳島 fuji24170 

土津田跨線橋 北海 fuji48465 

土田川橋  島根 fuji16934 

土吐川橋  愛知 fuji34942 

土湯川橋  山形 fuji13343 

土入川橋  和歌 fuji12519 

土肥橋   兵庫 fuji27042 

土布子橋  福井 fuji11706 

土平間橋  徳島 fuji40796 

土穂橋（根岸橋）  

新潟 fuji47095 

土方橋   愛知 fuji02650 

土方橋   神奈 fuji08832 

土留木沢橋 長野 fuji11717 

土路石川橋 山口 fuji18009 

奴居出橋  群馬 fuji37408 

奴田線林道橋   fuji36897 

怒縄田橋  福岡 fuji47546 

冬瓜橋   石川 fuji01689 

冬似四号橋 北海 fuji36697 

冬島通学橋 北海 fuji38568 

刀水橋（←古戸橋）  

群馬 fuji04962 

刀水橋（←妻沼大橋）  

群馬 fuji30590 

刀水橋（←妻沼大橋）  

埼玉 fuji16450 

唐院橋   奈良 fuji03634 

唐笠第一橋 長野 fuji23764 

唐笠第二橋 長野 fuji23765 

唐居架道橋 大阪 fuji23803 

唐橋    京都 fuji00517 

唐戸橋   香川 fuji20638 

唐香橋   広島 fuji33025 

唐崎橋   宮崎 fuji47167 

唐崎橋   香川 fuji31245 

唐崎橋   滋賀 fuji11009 

唐崎高架橋 大阪 fuji46057 

唐子橋   埼玉 fuji20676 

唐人橋   鳥取 fuji04404 

唐仁田橋  宮崎 fuji14223 

唐仁田太鼓橋 宮崎 fuji09508 

唐杉谷橋  徳島 fuji32853 

唐川橋   大阪 fuji39635 

唐川川橋  島根 fuji28498 

唐泉橋   佐賀 fuji12987 

唐船川橋  佐賀 fuji08032 

唐倉橋   福島 fuji08732 

唐沢橋   群馬 fuji25941 

唐沢橋   埼玉 fuji36239 

唐沢橋   山梨 fuji23406 

唐沢橋   長野 fuji11730 

唐沢橋   福島 fuji49566 

唐沢川一号橋 埼玉 fuji21364 

唐沢川橋  埼玉 fuji21993 

唐沢川鉄道橋 埼玉 fuji07278 

唐谷橋   愛媛 fuji06878 

唐谷橋   徳島 fuji38205 

唐竹橋   宮城 fuji42526 

唐津内川橋 北海 fuji33790 

唐樋橋   山口 fuji00638 

唐堀橋   群馬 fuji24277 

唐堀橋   佐賀 fuji44713 

唐又橋   富山 fuji38142 

唐木沢橋  長野 fuji24016 

唐立橋   宮崎 fuji32281 

唐櫃橋   三重 fuji36806 

唐櫃橋   兵庫 fuji25101 

塔ノ森橋   京都 fuji40608 

塔の森避溢橋 京都 fuji44004 

塔の迫橋（井手上橋）  

熊本 fuji01050 

塔の本橋  大分 fuji30973 

塔の本橋  福岡 fuji50308 

塔ノ木橋   熊本 fuji04246 

塔世橋（新塔世橋）  

三重 fuji26067 

塔台橋   神奈 fuji18984 

塘路川橋  北海 fuji19279 

島ケ原橋  三重 fuji03060 

島ケ原橋（島ケ原大橋）  

三重 fuji36116 

島ケ原大橋（島ケ原橋） 

 三重 fuji36116 

島の下大橋 北海 fuji47211 

島の川橋  三重 fuji53841 

島浦橋   大阪 fuji41097 

島越橋   北海 fuji48484 

島屋運河橋（正安橋）  

大阪 fuji19068 

島屋橋   大阪 fuji17409 

島河石橋  長野 fuji42925 

島廻橋   宮城 fuji02509 

島久橋   茨城 fuji34670 

島宮橋   秋田 fuji49221 

島居橋   広島 fuji15552 

島橋    岐阜 fuji31442 

島橋    鳥取 fuji46444 

島橋    福島 fuji17526 

島橋（平瀬橋） 長野 fuji00314 

島穴川橋  千葉 fuji12467 

島原橋   愛知 fuji29678 

島原橋   長野 fuji03898 

島原大橋  長崎 fuji48152 

島古井橋  群馬 fuji46573 

島跨線橋  静岡 fuji53335 

島江橋   岐阜 fuji32050 

島合橋   秋田 fuji37953 

島崎橋   大分 fuji30970 

島崎橋   北海 fuji05805 

島崎川橋  北海 fuji09626 

島守橋   青森 fuji38385 

島巡橋   鹿児 fuji17756 

島松川橋  北海 fuji45551 

島松中央橋 北海 fuji50619 

島尻川橋  山梨 fuji38436 

島川橋   埼玉 fuji20840 

島川橋   長崎 fuji05088 

島川原橋  長野 fuji08619 

島曽根橋  茨城 fuji37400 

島惣橋   山口 fuji43002 

島村橋   島根 fuji25487 

島谷橋   岐阜 fuji24336 

島地橋   富山 fuji30480 

島地川橋  山口 fuji44839 

島町橋   京都 fuji29558 

島津橋   大阪 fuji11241 

島添橋   福岡 fuji28790 

島田架道橋 岡山 fuji53371 

島田橋   岐阜 fuji43140 

島田橋   三重 fuji20503 

島田橋   秋田 fuji33441 

島田橋   新潟 fuji14045 

島田橋   千葉 fuji49815 

島田橋   東京 fuji20859 

島田橋   福岡 fuji16916 

島田高架橋 大阪 fuji44024 

島田川暗渠 島根 fuji10885 

島田大橋  大阪 fuji43717 

島島橋   長野 fuji14901 

島内橋   鹿児 fuji01566 

島内橋   大分 fuji40150 

島乃川水路橋 京都 fuji16401 

島之橋   新潟 fuji49271 

島畑橋   東京 fuji33884 

島付内橋  北海 fuji45556 

島分橋   富山 fuji04991 

島本橋   東京 fuji33197 

島本高架橋 大阪 fuji46052 

嶋田橋   新潟 fuji05858 

東・西落合橋 宮城 fuji33868 

東５号橋   北海 fuji34814 

東の川橋  高知 fuji28039 

東ノ川橋   大分 fuji04022 

東ノ町陸橋  兵庫 fuji21224 

東亜橋   鹿児 fuji30461 

東旭川月見橋 北海 fuji39166 

東旭川第１４号橋 

 北海 fuji51756 

東旭川第１９号橋  

北海 fuji44032 

東旭川第８号橋  

北海 fuji35491 

東旭川稔橋 北海 fuji42499 

東葦分橋  大阪 fuji08686 

東芦屋第三架道橋  

兵庫 fuji26664 

東芦分橋  大阪 fuji21201 

東芦別橋  大阪 fuji21186 

東胃橋   大阪 fuji28956 

東井橋   鳥取 fuji05204 

東育和橋  大阪 fuji50279 

東一口橋  京都 fuji46957 



 １１６ 

東一号大橋 北海 fuji45010 

東一条橋  北海 fuji31387 

東一線橋  北海 fuji31257 

東一線南十六号橋  

北海 fuji32752 

東茨戸橋  北海 fuji53157 

東浦橋   大阪 fuji34515 

東雲橋   愛知 fuji11427 

東雲橋   岐阜 fuji11152 

東雲橋   山形 fuji02989 

東雲橋   新潟 fuji50564 

東雲橋   神奈 fuji18781 

東雲橋   大阪 fuji22362 

東雲橋   東京 fuji31076 

東雲橋   栃木 fuji29182 

東雲橋   富山 fuji31433 

東雲橋   兵庫 fuji27953 

東雲橋   北海 fuji35649 

東雲橋（←八重畑橋）  

岩手 fuji26368 

東雲跨線橋 北海 fuji51042 

東雲川橋  新潟 fuji12493 

東雲大橋（←東雲橋）  

大阪 fuji23625 

東栄橋   愛知 fuji45176 

東栄橋   福島 fuji11275 

東栄橋   北海 fuji37835 

東横跨線橋 神奈 fuji45141 

東横堀川橋 大阪 fuji19121 

東横堀川新橋（東堀橋）  

大阪 fuji27492 

東沖之側橋 大阪 fuji46557 

東加茂橋  岡山 fuji18724 

東河橋   京都 fuji00027 

東河橋   兵庫 fuji27043 

東河原跨線橋 山口 fuji52011 

東河地橋  兵庫 fuji24081 

東河内橋  大分 fuji32728 

東海橋   愛知 fuji21162 

東海橋   長崎 fuji04222 

東海橋   東京 fuji19516 

東海橋   北海 fuji50341 

東海寺橋  東京 fuji02893 

東海大橋  岐阜 fuji52394 

東海道跨線橋  

神奈 fuji19907 

 

東海道線跨線橋  

滋賀 fuji15696 

東海道線跨線橋  

神奈 fuji20872 

東海道線跨線橋  

大阪 fuji53684 

東海道線跨線橋（品川橋） 

 東京 fuji13274 

東海道線阪神国道間高架橋 

兵庫 fuji18674 

東海道線乗越橋  

神奈 fuji20865 

東海道線乗越橋  

東京 fuji45282 

東海道線乗越橋  

兵庫 fuji18513 

東開橋   東京 fuji42396 

東岳橋   宮崎 fuji05953 

東岳川橋  熊本 fuji22427 

東寒葉橋  東京 fuji24925 

東幹線大排水橋  

北海 fuji41620 

東館跨線橋橋 福島 fuji44283 

東岩本橋  山形 fuji14392 

東起橋   愛知 fuji21420 

東鬼怒川橋 栃木 fuji05131 

東宮一号橋 三重 fuji52155 

東宮橋   岡山 fuji25126 

東宮橋   群馬 fuji24878 

東宮橋   三重 fuji40591 

東宮橋   山形 fuji21304 

東宮三号橋 三重 fuji47888 

東宮二号橋 三重 fuji52156 

東居辺橋  北海 fuji48222 

東魚町橋  佐賀 fuji28112 

東京～御茶の水間高架橋  

東京 fuji15119 

東京駅６，７番ホ－ム  

東京 fuji33803 

東京駅７，８番線橋  

東京 fuji33816 

東京高架橋 東京 fuji51738 

東京万世橋間高架橋  

東京 fuji14994 

東境橋   愛知 fuji53662 

東境橋   大阪 fuji00535 

東橋    愛知 fuji30528 

東橋    茨城 fuji04312 

東橋    岐阜 fuji07095 

東橋    宮崎 fuji14645 

東橋    宮城 fuji03232 

東橋    京都 fuji11099 

東橋    群馬 fuji03471 

東橋    広島 fuji34196 

東橋    香川 fuji11264 

東橋    埼玉 fuji40208 

東橋    山口 fuji44603 

東橋    鹿児 fuji07010 

東橋    新潟 fuji23404 

東橋    神奈 fuji19349 

東橋    青森 fuji41047 

東橋    静岡 fuji48928 

東橋    千葉 fuji19510 

東橋    大阪 fuji20381 

東橋    長野 fuji02801 

東橋    栃木 fuji31694 

東橋    富山 fuji01735 

東橋    福島 fuji07302 

東橋    北海 fuji32528 

東橋（←大川橋）  

東京 fuji00847 

東橋（←大渡戸橋）  

山形 fuji02742 

東郷橋   愛媛 fuji11462 

東郷橋   岡山 fuji15607 

東郷橋   宮崎 fuji11998 

東郷橋   鹿児 fuji26546 

東郷橋   神奈 fuji19530 

東郷橋   長野 fuji10634 

東九号橋  北海 fuji48304 

東釧路跨線橋 北海 fuji51035 

東郡元橋  宮崎 fuji38240 

東恵橋   北海 fuji36543 

東桂第一高架橋  fuji52565 

東月寒橋（月清橋）  

北海 fuji21669 

東元橋   東京 fuji02777 

東原橋   宮崎 fuji38538 

東原橋   東京 fuji45294 

東原跨道橋 山形 fuji48730 

東原第一橋 熊本 fuji07076 

東原第二橋 熊本 fuji07077 

東古川橋  香川 fuji07786 

東跨線橋  新潟 fuji43471 

東跨道橋  北海 fuji36220 

東五ケ橋（→坂谷橋）  

福井 fuji34002 

東五号基線橋 北海 fuji35490 

東五線橋  北海 fuji51755 

東五百住橋 大阪 fuji28955 

東吾野橋  埼玉 fuji39011 

東交橋   大阪 fuji25073 

東光橋   宮崎 fuji31470 

東光橋   福岡 fuji48816 

東光寺橋  広島 fuji33530 

東口橋   石川 fuji09497 

東口橋   大阪 fuji34513 

東口橋   福岡 fuji51701 

東向橋   岡山 fuji24130 

東向橋   京都 fuji43628 

東広島橋  広島 fuji39107 

東港橋   沖縄 fuji10145 

東行橋   山口 fuji49374 

東鋼橋   東京 fuji32018 

東高州可動橋 兵庫 fuji36759 

東高瀬川橋 京都 fuji20140 

東高梁川橋 岡山 fuji06353 

東根橋   山形 fuji51555 

東根橋（平貫橋）  

宮城 fuji52367 

東坂田橋  大阪 fuji29078 

東桜川橋  山口 fuji08993 

東三河橋  愛知 fuji45386 

東三好橋（興亜橋）  

徳島 fuji30122 

東三国南高架橋  

大阪 fuji53677 

東三国北高架橋  

大阪 fuji53678 

東三川橋  山形 fuji07140 

東三荘橋  大阪 fuji28477 

東三盤橋  北海 fuji53731 

東山下橋  東京 fuji24917 

東山架道橋 兵庫 fuji20505 

東山橋   京都 fuji12702 

東山橋   香川 fuji42633 

東山橋   富山 fuji51654 

東山橋（九条跨線橋）  

京都 fuji24513 

東山戸橋    fuji12871 

東山公園橋（つり橋） 

 兵庫 fuji50891 

東山高架橋 京都 fuji49551 

東山大橋  北海 fuji46867 

東山谷橋  滋賀 fuji40264 

東山陸橋  愛知 fuji32123 

東四線橋  北海 fuji28920 

東子橋（吾妻子橋）  

広島 fuji29851 

東市場橋  福井 fuji14054 

東鹿越跨線橋 北海 fuji48698 

東七条大橋 北海 fuji49431 

東室蘭跨線橋 北海 fuji35254 

東車津橋  茨城 fuji46323 

東手橋   三重 fuji04806 

東秋川橋  東京 fuji23143 

東秋留橋（雨間橋）  

東京 fuji29528 

東住吉橋  京都 fuji17941 

東十郷橋  福井 fuji33804 

東十条北口跨線人道橋  

東京 fuji23056 

東諸口橋  大阪 fuji38599 

東除川橋  大阪 fuji16735 

東勝寺橋  神奈 fuji17159 

東小川橋  福島 fuji49070 

東小倉跨線橋 福岡 fuji43943 

東小俣橋  富山 fuji31906 

東松下橋  東京 fuji17896 

東松山橋  埼玉 fuji43811 

東松田橋  大阪 fuji47356 

東上橋   大阪 fuji17408 

東上町高架橋 大阪 fuji24355 

東城街道架道橋   

岡山 fuji20222 

東常盤下橋 茨城 fuji42868 

東条橋   北海 fuji52043 

東伸橋   神奈 fuji48907 

東信橋（角神橋）  

新潟 fuji31430 

東新居橋  山梨 fuji45329 

東新橋（←第８橋）  

長崎 fuji00944 

東新川橋  愛媛 fuji38337 

東新川橋  東京 fuji19854 

東新道橋  京都 fuji20111 

東森山橋  高知 fuji48058 

東深川橋  東京 fuji22934 

東深倉橋  熊本 fuji15660 

東神楽橋（←暁橋）  

北海 fuji31489 

東神橋   東京 fuji29557 

東神奈川架道橋  

神奈 fuji31675 

東進橋   北海 fuji46073 

東垂水跨線橋 兵庫 fuji14455 

東正尺橋  兵庫 fuji35799 

東正和橋  北海 fuji41174 

東清川橋  北海 fuji44684 

東西幹線水道橋  

東京 fuji52424 

東西橋   岡山 fuji20616 

東西橋   三重 fuji28662 

東西橋   大阪 fuji53949 

東西橋（←立山橋）  

富山 fuji01688 

東西川橋  岡山 fuji06331 

東西築地連絡橋（港新橋）  

愛知 fuji24461 

東赤江大橋 島根 fuji52008 

東川一号橋 北海 fuji35879 

東川橋   愛知 fuji24730 

東川橋   愛媛 fuji18868 

東川橋   岡山 fuji17351 

東川橋   群馬 fuji46142 

東川橋   香川 fuji20530 

東川橋   高知 fuji48032 

東川橋   山口 fuji09669 

東川橋   鹿児 fuji27155 

東川橋   兵庫 fuji00931 

東川橋   北海 fuji41145 

東川原橋  福島 fuji10252 

東川尻架道橋   fuji45379 

東川二号橋 北海 fuji35880 

東川用水橋 埼玉 fuji21043 

東泉橋   神奈 fuji20052 

東泉橋   福岡 fuji15129 

東泉町架道橋 福岡 fuji10234 

東浅利川橋 島根 fuji15446 

東前田橋  大阪 fuji48017 

東前田高架 神奈 fuji46710 

東早来橋  北海 fuji33452 

東巣橋   岐阜 fuji43847 

東巣野橋  宮崎 fuji21725 

東増田橋  香川 fuji18222 

東村橋   山梨 fuji50005 

東台一号橋 北海 fuji52683 

東台橋   東京 fuji25535 

東大海橋 山形 fuji17423 

東大久保橋 徳島 fuji44357 

東大宮橋  大阪 fuji32586 



 １１７ 

東大橋   岩手 fuji52775 

東大橋   広島 fuji25490 

東大橋   島根 fuji40421 

東大橋   福岡 fuji50310 

東大橋陸橋 福岡 fuji51706 

東大原橋  東京 fuji24915 

東大崎橋  東京 fuji27567 

東大寺高架橋 大阪 fuji44009 

東大人道橋 東京 fuji43119 

東大雪橋  北海 fuji42678 

東大谷橋  富山 fuji53784 

東滝橋   山形 fuji13339 

東滝川跨線橋 北海 fuji43420 

東沢橋   宮城 fuji02978 

東沢橋   山梨 fuji41865 

東只越橋  福岡 fuji19613 

東谷橋   愛知 fuji22633 

東谷橋   香川 fuji44142 

東谷橋   和歌 fuji37581 

東谷川橋  愛媛 fuji38218 

東谷地橋  北海 fuji31756 

東丹羽橋  北海 fuji49684 

東池橋   大阪 fuji02148 

東築地橋  愛知 fuji34058 

東中ノ川橋  三重 fuji46684 

東中央橋  東京 fuji49264 

東中学校入口橋  

埼玉 fuji32219 

東中宮橋  大阪 fuji46756 

東中山橋  徳島 fuji50432 

東中須橋  徳島 fuji45978 

東中川橋  大阪 fuji38604 

東中島橋  山形 fuji14788 

東中島橋  福岡 fuji31248 

東中之橋  東京 fuji08546 

東仲之橋  東京 fuji22005 

東猪名川橋 兵庫 fuji29086 

東町橋   長野 fuji06150 

東町橋   福岡 fuji40756 

東町東橋  徳島 fuji30956 

東町発電所水路橋  

岐阜 fuji30427 

東津橋   山口 fuji01887 

東椎屋橋  大分 fuji33277 

東田橋   愛媛 fuji30662 

東田橋   宮崎 fuji26356 

東田橋   福岡 fuji21910 

東田橋（大原大橋）  

岐阜 fuji32815 

東田柄橋  東京 fuji38411 

東電ケ－ブル専用橋  

東京 fuji37637 

東土川避溢橋 京都 fuji44209 

東洞橋   岐阜 fuji34709 

東毒水沢橋 山形 fuji14183 

東那須野跨線橋   

栃木 fuji43568 

東内海橋  宮城 fuji07817 

東灘第五工区高架  

兵庫 fuji53208 

東二宮仲橋 東京 fuji17282 

東二口二の橋 石川 fuji27465 

東二号橋  北海 fuji41046 

東二線西十九号橋  

北海 fuji32755 

東之橋   東京 fuji31289 

東梅橋   北海 fuji51195 

東柏木橋  東京 fuji24920 

東白島架道橋 広島 fuji47146 

東櫨橋   大阪 fuji29583 

東八ツ山橋  東京 fuji34153 

東八橋   大阪 fuji43107 

東桧橋   宮城 fuji04078 

東氷川橋  東京 fuji24908 

東品川沖海上道路  

東京 fuji44186 

東浜崎橋  山口 fuji11025 

東富橋   東京 fuji21851 

東富士橋  北海 fuji39599 

東武橋   東京 fuji20025 

東武本線跨線鉄道橋  

埼玉 fuji21997 

東武野田・常磐線乗越し橋 

千葉 fuji53025 

東福寺臥雲橋 京都 fuji01304 

東福寺偃月橋 京都 fuji00168 

東分橋   佐賀 fuji40313 

東平井橋  東京 fuji23859 

東平橋   徳島 fuji15255 

東平橋   兵庫 fuji12622 

東平和橋  大阪 fuji48563 

東別二号橋 北海 fuji48704 

東方大丸太鼓橋  

宮崎 fuji02042 

東豊橋   北海 fuji47425 

東北橋   群馬 fuji31779 

東北跨線橋 福島 fuji46116 

東北線高架橋 埼玉 fuji21040 

東北本線高架橋  

埼玉 fuji09260 

東堀橋（東横堀川新橋）  

大阪 fuji27492 

東本丸橋  佐賀 fuji29730 

東俣野陸橋 神奈 fuji43975 

東又橋   高知 fuji26156 

東又川橋  徳島 fuji53701 

東名橋   宮城 fuji46292 

東明橋   大阪 fuji47132 

東明橋   北海 fuji32056 

東茂住橋  岐阜 fuji28267 

東門橋   愛媛 fuji52205 

東野橋   京都 fuji42167 

東野橋   高知 fuji35616 

東野橋   鹿児 fuji17067 

東野小橋  京都 fuji42593 

東矢岸橋  埼玉 fuji32428 

東洋橋   東京 fuji22281 

東洋大橋  広島 fuji48130 

東陽橋   東京 fuji32090 

東養寺橋  徳島 fuji28327 

東落合橋  宮城 fuji32546 

東両国町橋陸橋  

東京 fuji24253 

東連地橋  茨城 fuji51943 

東連津橋  茨城 fuji46135 

東六線橋  北海 fuji30827 

東和二号橋 北海 fuji41480 

東巖通橋  広島 fuji13913 

東竈橋   岐阜 fuji26978 

東蓼沼橋  栃木 fuji50862 

東鴉川橋  福島 fuji29180 

桃ノ花橋   徳島 fuji15259 

桃の花橋  徳島 fuji20275 

桃の沢橋  静岡 fuji22985 

桃の木橋  群馬 fuji32147 

桃の木橋  広島 fuji28212 

桃井橋   群馬 fuji26887 

桃園橋   岐阜 fuji24024 

桃園橋   京都 fuji47698 

桃園橋   新潟 fuji25319 

桃園橋   静岡 fuji52576 

桃園橋   東京 fuji16878 

桃介橋   長野 fuji16053 

桃原橋   佐賀 fuji25427 

桃原第一橋 高知 fuji25775 

桃原第二橋 高知 fuji25774 

桃源橋   新潟 fuji27247 

桃山架道橋 京都 fuji20146 

桃山橋   岩手 fuji27801 

桃山橋   岐阜 fuji10638 

桃山跨線橋 京都 fuji52438 

桃川橋   佐賀 fuji03655 

桃谷橋   滋賀 fuji37245 

桃谷町高架橋 大阪 fuji24354 

桃池橋   香川 fuji20509 

桃島橋   兵庫 fuji18444 

桃内川橋  北海 fuji09629 

桃木橋   鹿児 fuji17757 

桃木川橋  群馬 fuji05685 

桃木沢橋  福島 fuji39869 

桃林橋   山梨 fuji02344 

桃溪橋   長崎 fuji00422 

湯ケ沢橋  群馬 fuji39348 

湯ノ花橋   和歌 fuji36124 

湯ノ橋   宮城 fuji28309 

湯の元橋  鹿児 fuji52240 

湯ノ原橋   熊本 fuji18727 

湯の原橋  奈良 fuji25521 

湯ノ国橋   石川 fuji39783 

湯の国橋  大阪 fuji48011 

湯の山橋  三重 fuji34354 

湯の小屋橋 群馬 fuji32427 

湯ノ瀬橋   徳島 fuji47148 

湯の瀬橋（山鹿大橋）  

熊本 fuji01126 

湯ノ川橋   神奈 fuji42030 

湯の川橋（→宮前橋）  

北海 fuji01511 

湯の沢橋  岩手 fuji24515 

湯の沢橋  群馬 fuji24668 

湯の沢橋  山形 fuji28567 

湯の沢橋  秋田 fuji45117 

湯ノ沢橋   青森 fuji05220 

湯の沢橋  北海 fuji42113 

湯ノ沢川橋  新潟 fuji17927 

湯の峠橋  山口 fuji52198 

湯の入沢橋 埼玉 fuji21994 

湯ノ尾橋   鹿児 fuji06230 

湯の平橋  長野 fuji26970 

湯の平橋  奈良 fuji30370 

湯浦橋   熊本 fuji04431 

湯岡橋   福井 fuji01717 

湯屋橋   高知 fuji30961 

湯温海陸橋 山形 fuji16993 

湯河原架道橋   fuji45146 

湯河原橋  山形 fuji35507 

湯河原橋  長野 fuji41393 

湯橋（よりそい橋） 

 岡山 fuji27477 

湯元橋   宮城 fuji03829 

湯元橋   北海 fuji42128 

湯元跨線橋 新潟 fuji46943 

湯原橋   群馬 fuji35146 

湯口沢橋  神奈 fuji27510 

湯江川橋  長崎 fuji00990 

湯坂川橋  栃木 fuji17500 

湯山橋   岡山 fuji29429 

湯山橋  熊本 fuji01534 

湯山別橋  北海 fuji12822 

湯指橋   岡山 fuji30104 

湯治橋   北海 fuji35013 

湯舟橋   三重 fuji41727 

湯出川橋  熊本 fuji19480 

湯出川橋  神奈 fuji19245 

湯出之沢橋 福島 fuji41500 

湯所橋   鳥取 fuji30492 

湯上橋   大阪 fuji31038 

湯上橋   福井 fuji46639 

湯尻川橋  山形 fuji15044 

湯裾橋   愛媛 fuji47730 

湯瀬橋（山鹿橋）  

熊本 fuji03963 

湯川橋   岩手 fuji42136 

湯川橋   宮城 fuji02522 

湯川橋   群馬 fuji49476 

湯川橋   山梨 fuji37864 

湯川橋   静岡 fuji21307 

湯川橋   長野 fuji06935 

湯川橋   福島 fuji36347 

湯川第４橋  和歌 fuji23025 

湯川土橋  岡山 fuji06652 

湯浅橋   北海 fuji47754 

湯倉橋   千葉 fuji10318 

湯倉橋   福島 fuji34239 

湯村温泉橋 兵庫 fuji42175 

湯岱大橋  北海 fuji48196 

湯滝橋   長野 fuji25504 

湯沢橋   宮城 fuji36377 

湯沢橋   群馬 fuji12450 

湯沢橋   群馬 fuji22260 

湯沢橋   山梨 fuji41072 

湯谷橋   岐阜 fuji33659 

湯谷橋   鳥取 fuji04205 

湯谷橋橋  熊本 fuji10970 

湯谷川橋  富山 fuji03131 

湯町橋   熊本 fuji01035 

湯殿神橋  山形 fuji52804 

湯田橋   宮崎 fuji43043 

湯田橋   山形 fuji22238 

湯田橋（内保橋）  

滋賀 fuji40262 

湯田小橋  山口 fuji49153 

湯田川橋  鹿児 fuji13094 

湯田大橋  山口 fuji49152 

湯渡戸橋  宮城 fuji03263 

湯島橋   静岡 fuji05609 

湯内橋   北海 fuji28135 

湯日川橋  静岡 fuji37052 

湯之先橋  宮崎 fuji53922 

湯之川橋  北海 fuji35711 

湯之沢橋  新潟 fuji43466 

湯之島橋  岐阜 fuji31035 

湯之洞水路橋 岐阜 fuji11520 

湯之尾橋  鹿児 fuji16091 

湯之脇橋  兵庫 fuji49334 

湯平橋   大分 fuji32004 

湯本橋   神奈 fuji37101 

湯本跨線橋 福島 fuji47795 

湯本大橋  山口 fuji50293 

湯野上橋  福島 fuji36015 

湯野田橋  佐賀 fuji05384 

湯葉橋   東京 fuji25556 

湯里橋   大阪 fuji53948 

湯里川橋  島根 fuji14810 

湯立架道橋 徳島 fuji29437 

湯檜曽橋  群馬 fuji23059 

湯觸橋   神奈 fuji35148 

涛沸橋   北海 fuji35303 

涛沸川橋  北海 fuji17828 

燈心川橋  北海 fuji15973 

当縁橋   北海 fuji50163 

当灰橋   北海 fuji04509 

当楽橋   岩手 fuji28346 

当郷橋   群馬 fuji29646 

当古橋   愛知 fuji25539 

当山橋   沖縄 fuji00733 

当美屋橋  広島 fuji34857 

当別橋   北海 fuji37804 
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当別川橋  北海 fuji21960 

当別大橋  北海 fuji50970 

当房橋   鹿児 fuji47561 

当幌橋   北海 fuji28446 

当目大橋  静岡 fuji52146 

当緑橋   北海 fuji50473 

当路橋   北海 fuji52649 

等々力陸橋 東京 fuji44958 

筒井橋   青森 fuji34617 

筒井橋   福岡 fuji53902 

筒井大橋？（竹中橋）  

大分 fuji34236 

筒賀橋   広島 fuji26424 

筒砂子橋  宮城 fuji50653 

筒子橋   京都 fuji27932 

筒瀬橋   広島 fuji38644 

筒石橋   新潟 fuji50138 

筒石川橋  新潟 fuji12503 

筒川橋   京都 fuji10189 

筒木坂橋  青森 fuji06086 

筒野橋   香川 fuji26237 

統太橋   北海 fuji51151 

到津橋   福岡 fuji24198 

藤ケ花架道橋 大阪 fuji02398 

藤ケ崎橋  鹿児 fuji28800 

藤ケ生橋  愛媛 fuji40755 

藤ケ谷橋  神奈 fuji17539 

藤ケ谷橋  富山 fuji32806 

藤の橋   岐阜 fuji04558 

藤の森橋  京都 fuji18103 

藤ノ瀬橋   高知 fuji38659 

藤ノ川橋   高知 fuji24184 

藤ノ川口橋  高知 fuji42637 

藤の棚橋  岡山 fuji19485 

藤の内橋  愛媛 fuji41780 

藤ノ内橋   徳島 fuji26709 

藤の尾橋  大分 fuji07244 

藤の木橋  宮崎 fuji35634 

藤ノ木橋   京都 fuji53846 

藤の木橋  山梨 fuji22975 

藤の木橋  長野 fuji44775 

藤井架道橋 埼玉 fuji53627 

藤井橋   香川 fuji22578 

藤井橋   栃木 fuji27231 

藤井寺跨線橋 大阪 fuji53849 

藤井寺高架橋 大阪 fuji52945 

藤井川橋  茨城 fuji18572 

藤井川橋  広島 fuji37890 

藤右衛門橋 東京 fuji31668 

藤越橋   北海 fuji48608 

藤岡橋   群馬 fuji12431 

藤岡橋   青森 fuji04728 

藤岡跨道橋 群馬 fuji52827 

藤屋下橋  高知 fuji52209 

藤下橋   福島 fuji13945 

藤掛橋   広島 fuji24149 

藤掛橋（元雄神橋）  

富山 fuji10175 

藤株橋   秋田 fuji28565 

藤巻 2号橋 富山 fuji50699 

藤巻山橋  北海 fuji52037 

藤間橋   北海 fuji47033 

藤橋    岩手 fuji14938 

藤橋    埼玉 fuji03549 

藤橋    石川 fuji00747 

藤橋    長野 fuji15311 

藤橋    富山 fuji00437 

藤橋    福島 fuji04695 

藤橋    北海 fuji50195 

藤橋（→高原大橋）  

岐阜 fuji00496 

藤橋橋   岐阜 fuji08638 

藤琴橋   秋田 fuji44442 

藤琴川橋 秋田 fuji08964 

 

藤琴川避溢橋 秋田 fuji08965 

藤見橋   群馬 fuji24880 

藤見橋   石川 fuji43158 

藤見橋   富山 fuji30992 

藤見橋   福島 fuji11693 

藤見橋   北海 fuji42197 

藤元橋   鹿児 fuji28387 

藤原橋   岡山 fuji26789 

藤原橋   広島 fuji34740 

藤原橋   鹿児 fuji31208 

藤原橋   奈良 fuji37731 

藤原橋   福岡 fuji52021 

藤原橋   福島 fuji35286 

藤原橋   和歌 fuji22552 

藤原湖大橋（西橋）  

群馬 fuji35998 

藤古川橋  岐阜 fuji39762 

藤戸橋   新潟 fuji48368 

藤戸橋（→盛綱橋）  

岡山 fuji18516 

藤江橋   広島 fuji02181 

藤江橋   神奈 fuji20708 

藤江橋   兵庫 fuji44562 

藤江橋（←塩坂橋）  

福島 fuji13513 

藤高橋   秋田 fuji48492 

藤崎橋（→平川橋）  

青森 fuji02456 

藤山跨線橋 北海 fuji43308 

藤守水門橋 静岡 fuji46196 

藤樹橋（←鴨橋、小川橋）  

滋賀 fuji16475 

藤十橋（坊寺二号橋）  

広島 fuji36432 

藤森橋   京都 fuji20141 

藤瀬橋   岐阜 fuji40578 

藤川橋   群馬 fuji21551 

藤川橋   三重 fuji12754 

藤川橋   徳島 fuji40817 

藤倉ダム管理橋（藤倉水源地

堤上架橋）  秋田 fuji11970 

藤倉橋   岐阜 fuji26289 

藤倉橋   秋田 fuji37614 

藤倉水源地堤上架橋（藤倉ダ 

ム管理橋） 秋田 fuji11970 

藤村橋   香川 fuji18919 

藤村橋   新潟 fuji24938 

藤沢橋   群馬 fuji31866 

藤沢橋   山形 fuji21330 

藤沢橋   神奈 fuji17710 

藤沢橋   青森 fuji20290 

藤沢橋   長野 fuji27634 

藤沢川橋  神奈 fuji52330 

藤谷橋   広島 fuji14557 

藤樽一号橋 長野 fuji48769 

藤樽二号橋 長野 fuji48770 

藤中橋   大阪 fuji11104 

藤津橋   京都 fuji08620 

藤津舟橋（大川橋）  

京都 fuji09197 

藤塚橋   埼玉 fuji25302 

藤塚橋   兵庫 fuji26092 

藤塚陸橋  香川 fuji19447 

藤田めがね橋 熊本 fuji01384 

藤田屋橋  広島 fuji30850 

藤田眼鐘橋（相生橋）  

熊本 fuji01105 

藤田橋   愛知 fuji25347 

藤田橋   福島 fuji26863 

藤田川橋  宮城 fuji05996 

藤田川橋  福島 fuji14878 

藤島橋   青森 fuji02461 

藤島橋   福岡 fuji15615 

藤島川橋  山形 fuji14786 

藤之瀬橋  高知 fuji36642 

藤波橋（←高原大橋）  

岐阜 fuji00496 

藤波橋（阿武隈橋）  

宮城 fuji23583 

藤萩橋   大分 fuji17743 

藤尾橋   山梨 fuji03041 

藤尾高架橋 滋賀 fuji53151 

藤尾村中橋 兵庫 fuji41550 

藤尾大仏橋 兵庫 fuji53691 

藤武橋   群馬 fuji39003 

藤武橋   奈良 fuji06179 

藤兵衛橋  東京 fuji26561 

藤本前橋  徳島 fuji34082 

藤木橋   宮城 fuji03806 

藤木橋   熊本 fuji52323 

藤木橋   山梨 fuji25472 

藤木橋   神奈 fuji19529 

藤木橋   大分 fuji21818 

藤木橋   福岡 fuji32408 

藤木上橋  秋田 fuji50655 

藤野１号橋  北海 fuji42511 

藤野２号橋  北海 fuji48871 

藤野３号橋  北海 fuji50357 

藤野川橋  和歌 fuji34733 

藤立橋   山形 fuji49951 

藤浪橋   山形 fuji03173 

豆月川橋  愛知 fuji05015 

豆沢橋   宮城 fuji25546 

豆津橋（大石橋）  

福岡 fuji08247 

豆田川橋  宮城 fuji05155 

豆田川橋  福岡 fuji20264 

豆栩橋   徳島 fuji38203 

逃田橋   香川 fuji20543 

透川橋   宮城 fuji02279 

鐙橋    宮崎 fuji27369 

鐙島橋   新潟 fuji05501 

陶栄橋   岐阜 fuji29959 

陶化橋   京都 fuji43264 

陶眼鏡橋  香川 fuji11174 

陶小橋   香川 fuji26144 

陶心橋（市之倉口橋）  

岐阜 fuji28643 

陶大橋   香川 fuji26143 

陶都大橋  岐阜 fuji52572 

頭地橋   熊本 fuji20458 

頭無川橋  北海 fuji12848 

闘竜橋   兵庫 fuji43265 

動橋川橋（第四）  

石川 fuji07696 

同尻橋   大分 fuji21315 

同心橋   富山 fuji22302 

同道原橋  島根 fuji37352 

同朋橋   東京 fuji17904 

堂が谷橋  愛媛 fuji39396 

堂ケ谷橋  鳥取 fuji41761 

堂ノ久保橋  大分 fuji30877 

堂ノ元橋   岡山 fuji05569 

堂の瀬橋  徳島 fuji09175 

堂ノ川橋   滋賀 fuji05788 

堂ノ前橋   大阪 fuji15414 

堂ノ前橋   東京 fuji01552 

堂の裏橋  和歌 fuji18366 

堂園橋   鹿児 fuji30462 

堂下橋   愛知 fuji29680 

堂桁橋   島根 fuji30049 

堂見橋   広島 fuji37056 

堂原橋   熊本 fuji07004 

堂原橋   和歌 fuji39773 

堂根橋   宮城 fuji14278 

堂坂橋   静岡 fuji42945 

堂崎橋   鹿児 fuji39649 

堂山橋   熊本 fuji34305 

堂山橋   福岡 fuji30243 

堂山橋   福島 fuji11698 

堂山川水管橋（→道保川） 

神奈 fuji23730 

堂山第一橋 熊本 fuji08429 

堂山第三橋 熊本 fuji08431 

堂山第二橋 熊本 fuji08430 

堂山町高架橋 大阪 fuji53686 

堂寺橋   東京 fuji28614 

堂床橋   徳島 fuji39389 

堂川架道橋 福島 fuji44287 

堂前橋   宮城 fuji37949 

堂前橋   広島 fuji28894 

堂前橋   滋賀 fuji26654 

堂前跨線橋 愛知 fuji45724 

堂村橋   滋賀 fuji35558 

堂大橋   広島 fuji12756 

堂沢橋   群馬 fuji28925 

堂沢橋   長野 fuji12147 

堂渡橋   島根 fuji28728 

堂島橋   北海 fuji44673 

堂島小橋架道橋  

大阪 fuji46977 

堂島川可動堰(水晶橋)  

大阪 fuji20798 

堂島川橋  大阪 fuji46677 

堂島川橋  福島 fuji08728 

堂島大橋  大阪 fuji02360 

堂道橋   山口 fuji11114 

堂平橋   奈良 fuji52319 

堂本橋   大分 fuji30969 

堂面橋   埼玉 fuji36236 

堂面橋   福岡 fuji28049 

堂野橋   香川 fuji19246 

導龍橋   静岡 fuji42948 

撞木橋   山形 fuji00974 

撞木橋   大阪 fuji15458 

撞木橋（水内橋）  

長野 fuji00228 

撞木橋（北辻橋）  

東京 fuji00341 

洞の沢橋  長野 fuji12145 

洞見橋   福岡 fuji35156 

洞戸橋   岐阜 fuji09886 

洞口橋   熊本 fuji00843 

洞山橋   岐阜 fuji35769 

洞川橋   三重 fuji31087 

洞川橋   新潟 fuji04367 

洞川橋梁  新潟 fuji12605 

洞谷橋   山梨 fuji52897 

洞内橋   青森 fuji03771 

洞尾橋   和歌 fuji43683 

洞鳴橋   大分 fuji05354 

瞳子橋   岐阜 fuji39760 

童橋    新潟 fuji41516 

童橋    東京 fuji25534 

胴原橋   熊本 fuji04632 

胴明台跨線人道橋  

神奈 fuji47573 

道の口橋  福井 fuji14610 

道ノ坂橋   和歌 fuji33939 

道王橋   和歌 fuji38031 

道下橋   岐阜 fuji23770 

道下橋   秋田 fuji36315 

道海橋   山形 fuji14942 



 １１９ 

道楽橋   東京 fuji40520 

道潅橋   神奈 fuji45147 

道義橋   愛媛 fuji23273 

道橋    岡山 fuji04905 

道慶橋   神奈 fuji19972 

道合橋   山形 fuji49066 

道済架道橋 大阪 fuji44831 

道三橋   東京 fuji03550 

道山橋   兵庫 fuji23015 

道志橋   神奈 fuji12834 

道者渡橋  岩手 fuji27218 

道上橋   神奈 fuji27863 

道上橋   大分 fuji30968 

道場橋   宮城 fuji02507 

道場橋   埼玉 fuji33490 

道場橋   神奈 fuji10067 

道場橋   福島 fuji09306 

道場橋   兵庫 fuji14629 

道正橋   神奈 fuji50402 

道正橋   島根 fuji50600 

道仙橋   和歌 fuji39532 

道川架道橋 秋田 fuji15375 

道川跨線橋 秋田 fuji48715 

道祖神橋  埼玉 fuji30650 

道祖土橋  栃木 fuji51252 

道草沢橋  山形 fuji33185 

道地橋   愛知 fuji38455 

道地橋   岩手 fuji45589 

道鎮橋   岡山 fuji44591 

道椿ケ瀬橋  山口 fuji28761 

道田橋   富山 fuji28634 

道島橋   富山 fuji32810 

道々橋   東京 fuji33196 

道々女木橋 東京 fuji50547 

道々川橋    fuji45285 

道徳橋   愛知 fuji22634 

道頓堀橋  大阪 fuji27566 

道風橋   山梨 fuji52125 

道保川水管橋（旧・堂山川） 

神奈 fuji23730 

道方大橋  三重 fuji20361 

道北橋   徳島 fuji40287 

道堀橋   千葉 fuji25304 

道本塚橋  群馬 fuji31867 

道満橋   宮城 fuji10725 

道満堂橋  新潟 fuji37328 

道明橋   神奈 fuji48906 

道明寺高架橋 大阪 fuji53436 

道明瀬橋  宮城 fuji04091 

道目橋   福島 fuji13015 

道淨橋   東京 fuji01487 

銅座橋   長崎 fuji01377 

銅山川橋  愛媛 fuji17147 

銅治橋   福島 fuji49789 

銅尻橋   大分 fuji03120 

銅道橋   島根 fuji37351 

峠下橋   北海 fuji43541 

峠橋    愛媛 fuji30110 

峠橋    宮城 fuji02267 

峠沢橋   山梨 fuji48379 

徳庵橋   大阪 fuji23791 

徳永橋   大分 fuji48840 

徳永橋   東京 fuji20574 

徳恩寺橋  神奈 fuji32650 

徳久橋   福岡 fuji52214 

徳原一号橋 広島 fuji44600 

徳光谷橋  高知 fuji46493 

徳江橋   福島 fuji09836 

徳江橋（→古利根橋、吉川橋） 

埼玉 fuji02308 

徳江橋（吉川橋）  

埼玉 fuji24891 

徳佐川橋  山口 fuji16152 

徳志別橋  北海 fuji42078 

徳住橋（工兵橋）   

徳島 fuji29489 

徳重橋   鹿児 fuji35410 

徳瞬瞥橋  北海 fuji52676 

徳昌寺橋  兵庫 fuji39531 

徳条大橋  山梨 fuji45328 

徳須恵橋  佐賀 fuji01890 

徳瀬橋   大分 fuji31953 

徳川橋   岐阜 fuji05535 

徳泉川内橋 長崎 fuji38344 

徳前橋   福岡 fuji16915 

徳善橋   徳島 fuji26713 

徳倉橋   静岡 fuji39720 

徳大寺第一避溢橋  

京都 fuji20126 

徳大寺第二避溢橋  

京都 fuji20127 

徳沢橋   秋田 fuji33346 

徳沢橋   福島 fuji14096 

徳長橋（→大津橋）  

徳島 fuji05447 

徳田橋   岩手 fuji41979 

徳田谷橋  岐阜 fuji15055 

徳島橋（渭津橋）  

徳島 fuji00111 

徳富橋   北海 fuji13002 

徳富新橋  北海 fuji30669 

徳富水路橋 宮崎 fuji20817 

徳富川橋  北海 fuji14871 

徳仏橋   山口 fuji46225 

徳仏橋   福岡 fuji22413 

徳万橋   福井 fuji40225 

徳蓮橋   長崎 fuji24560 

特別区道架道橋  

東京 fuji50240 

禿茶里橋  北海 fuji30308 

篤司橋   宮城 fuji02263 

独寝の橋  長野 fuji01252 

独歩橋   東京 fuji52093 

独木橋   栃木 fuji14285 

独立橋   青森 fuji04944 

栃ケ江橋  静岡 fuji27659 

栃の木橋  群馬 fuji31412 

栃の木橋  山梨 fuji34344 

栃ノ木橋   神奈 fuji25557 

栃窪橋   長野 fuji35439 

栃形橋   山形 fuji23918 

栃穴橋   栃木 fuji36562 

栃原橋   岡山 fuji29430 

栃原橋   京都 fuji35377 

栃原橋（←濁川橋）  

三重 fuji44829 

栃江橋   兵庫 fuji25090 

栃山橋   静岡 fuji26039 

栃山川橋  静岡 fuji05719 

栃神谷橋  福井 fuji38151 

栃川橋   三重 fuji35550 

栃川橋   長野 fuji33577 

栃谷橋   三重 fuji37572 

栃谷川橋  京都 fuji23003 

栃之瀬橋  徳島 fuji07640 

栃尾橋   岐阜 fuji44525 

栃尾橋   奈良 fuji17142 

栃福橋   栃木 fuji40888 

栃本橋   京都 fuji12698 

栃本橋   鳥取 fuji52957 

栃本橋   北海 fuji46063 

栃木橋   熊本 fuji07654 

栃木橋   広島 fuji32707 

栃木構内橋 栃木 fuji21010 

栃木平橋  栃木 fuji27233 

橡の木橋  北海 fuji45052 

橡の木瀬橋 愛媛 fuji40301 

突合橋   愛媛 fuji06656 

突田橋   三重 fuji53834 

突符橋   北海 fuji46773 

突落し橋  徳島 fuji12639 

鳶の子沢橋 神奈 fuji53421 

鳶橋    奈良 fuji06984 

苫小牧橋  北海 fuji35643 

苫小牧港線跨線橋  

北海 fuji47242 

苫前橋   北海 fuji27731 

苫地橋   宮城 fuji43553 

苫符橋   北海 fuji47236 

苫米地橋  青森 fuji37603 

苫野橋   鹿児 fuji50833 

屯田１番用水路橋  

北海 fuji51767 

屯田団地橋 北海 fuji50111 

屯別橋   北海 fuji38965 

敦ケ曽根橋  新潟 fuji51434 

豚ケ瀬戸避溢橋  

鹿児 fuji13102 

頓田川橋  愛媛 fuji17362 

頓登橋   三重 fuji30041 

頓別橋   北海 fuji48305 

呑川橋   東京 fuji37097 

呑川新橋  東京 fuji26606 

曇晴橋   愛知 fuji19553 

鈍川街道橋 愛媛 fuji17508 

鈍々川橋  千葉 fuji15091 

 

…ナ… 
 

奈井江橋  北海 fuji31840 

奈井江大橋 北海 fuji38701 

奈屋橋   三重 fuji41729 

奈加橋   徳島 fuji36443 

奈古川橋  山口 fuji23045 

奈呉橋   富山 fuji26270 

奈江橋   北海 fuji36307 

奈江第五橋 北海 fuji42336 

奈佐小橋  兵庫 fuji25091 

奈佐川橋  兵庫 fuji11246 

奈女沢橋  群馬 fuji20003 

奈川渡橋  長野 fuji14294 

奈曾川橋  秋田 fuji15777 

奈津女橋  長野 fuji26972 

奈半利橋  高知 fuji30499 

奈半利川橋 高知 fuji13693 

奈比賀橋  高知 fuji31384 

奈良井（川）橋 長野 fuji11073 

奈良井橋  岐阜 fuji37775 

奈良井橋  長野 fuji06945 

奈良井川橋 長野 fuji05000 

奈良井大橋 長野 fuji37434 

奈良堰用水橋 埼玉 fuji08985 

奈良屋橋  大阪 fuji18651 

奈良街道架道橋  

大阪 fuji23797 

奈良街道陸橋 大阪 fuji08007 

奈良間橋（→福養橋）  

静岡 fuji09402 

奈良橋   神奈 fuji32649 

奈良跨線橋 大阪 fuji45540 

奈良跨線橋 奈良 fuji25753 

奈良口橋  熊本 fuji05949 

奈良師橋  高知 fuji27113 

奈良瀬橋  石川 fuji49831 

奈良川橋  愛媛 fuji10845 

奈良川橋  埼玉 fuji53162 

奈良線（旧東海道線）跨線橋 

京都 fuji11556 

奈良線東福寺跨線橋  

京都 fuji20137 

奈良田橋  山梨 fuji37642 

奈良尾橋  長野 fuji33214 

奈良本橋  静岡 fuji30902 

奈路橋   高知 fuji21646 

那の津大橋 福岡 fuji42458 

那珂橋(←陰徳橋)  

栃木 fuji01207 

那珂川橋  茨城 fuji07687 

那珂川橋  栃木 fuji05162 

那珂川橋  福岡 fuji34862 

那珂川大橋 茨城 fuji18341 

那珂川定橋（→晩翆橋）  

栃木 fuji04520 

那賀川橋  徳島 fuji19938 

那賀川中央橋（←深瀬戸橋） 

徳島 fuji33950 

那岐川橋  岡山 fuji27324 

那須橋   宮崎 fuji31588 

那須野橋  栃木 fuji04521 

那智川橋  和歌 fuji12632 

那良川橋  熊本 fuji10954 

内ケ磯橋  徳島 fuji52200 

内ケ沢橋  岩手 fuji26243 

内ケ畑橋  福岡 fuji19155 

内ノ八重太鼓橋  

宮崎 fuji12782 

内阿原避溢橋 岐阜 fuji45673 

内井谷橋  鳥取 fuji27315 

内宇夫橋  徳島 fuji36629 

内浦川橋  千葉 fuji21059 

内屋川橋  石川 fuji26620 

内河原橋  広島 fuji39265 

内河地橋  徳島 fuji28986 

内河野橋  大分 fuji33282 

内海橋   宮崎 fuji31686 

内海橋   宮城 fuji04104 

内海橋   神奈 fuji20075 

内海川橋  神奈 fuji19908 

内海川跨線人道橋  

神奈 fuji35194 

内楽橋（老神橋）  

群馬 fuji46569 

内貴橋（梅木橋）  

滋賀 fuji06056 

内郷橋   新潟 fuji42725 

内金橋   愛知 fuji35138 

内見橋   大阪 fuji23230 

内口橋   三重 fuji38459 

内幸橋   東京 fuji11619 

内幸橋架道橋 東京 fuji36245 

内幸町橋高架橋  

東京 fuji36482 

内幸町高架 東京 fuji11513 

内荒巻２号橋 秋田 fuji51618 

内山下町橋高架橋  

東京 fuji36481 

内山下町高架 東京 fuji11514 

内山橋   熊本 fuji01255 

内山橋   福岡 fuji01612 

内山口橋  徳島 fuji37269 

内山田橋  鹿児 fuji53537 

内子橋   愛媛 fuji10676 

内子橋   山形 fuji30074 

内城田大橋 三重 fuji34011 

内場橋   鹿児 fuji44660 

内川橋   愛媛 fuji08492 

内川橋   宮城 fuji02969 

内川橋   山形 fuji02741 



 １２０ 

内川橋   神奈 fuji18985 

内川橋   大阪 fuji12080 

内川橋   東京 fuji03871 

内川橋   栃木 fuji49600 

内川橋   富山 fuji23736 

内川橋   福島 fuji08071 

内川橋   福島 fuji09647 

内川橋（角間川橋）  

秋田 fuji02087 

内川地橋  徳島 fuji46477 

内蔵橋   静岡 fuji12284 

内村橋   長野 fuji16006 

内代橋   大阪 fuji41281 

内大臣橋  熊本 fuji43168 

内大部橋  北海 fuji27496 

内津川橋  愛知 fuji51547 

内田橋   愛知 fuji12618 

内田橋   熊本 fuji28379 

内田橋   大分 fuji43034 

内田橋   東京 fuji20327 

内田橋   福岡 fuji07235 

内田橋   北海 fuji49194 

内田川橋  長崎 fuji08034 

内田川橋  福岡 fuji07295 

内島見橋  新潟 fuji23157 

内藤橋   熊本 fuji07611 

内藤橋   北海 fuji43762 

内藤橋（鳥の瀬橋）  

徳島 fuji27345 

内灘大橋  石川 fuji51660 

内日上１２号橋  

山口 fuji20804 

内日上１７号橋  

山口 fuji10415 

内之巻橋  鹿児 fuji34123 

内之畑橋  宮崎 fuji42473 

内之八重太鼓橋  

宮崎 fuji27534 

内畑橋   大分 fuji36754 

内尾橋   富山 fuji30083 

内浜橋   静岡 fuji34582 

内浜橋   徳島 fuji28020 

内布橋   鹿児 fuji29352 

内部橋   三重 fuji03059 

内部川橋  三重 fuji11842 

内平橋   大分 fuji28058 

内保橋（湯田橋）  

滋賀 fuji40262 

内房橋   静岡 fuji29671 

内牧橋   熊本 fuji36035 

内堀橋   三重 fuji28188 

内埋橋   岐阜 fuji41257 

内又（陸）橋 山形 fuji13337 

内野橋   愛知 fuji21556 

内野橋   群馬 fuji29757 

内野橋   東京 fuji31876 

内野々橋  鹿児 fuji33565 

内輪橋   神奈 fuji18078 

灘駅前橋  兵庫 fuji27523 

灘橋    島根 fuji32843 

灘橋    兵庫 fuji27524 

灘隅戸橋  静岡 fuji39070 

灘見橋   鹿児 fuji09021 

灘町橋   鳥取 fuji11858 

灘波橋   大阪 fuji02435 

鍋ケ原橋  鹿児 fuji01440 

鍋ケ迫橋  大分 fuji53915 

鍋ケ淵橋  京都 fuji40609 

鍋越橋   宮城 fuji04110 

鍋屋橋   神奈 fuji53495 

鍋岩橋   徳島 fuji09675 

鍋橋    東京 fuji17895 

鍋坂橋   北海 fuji43758 

鍋石橋   鹿児 fuji16926 

鍋川橋   徳島 fuji30236 

鍋倉橋   山口 fuji46226 

鍋倉橋   徳島 fuji34628 

鍋倉大橋  徳島 fuji51686 

鍋沢橋   秋田 fuji36228 

鍋沢橋   長野 fuji53796 

鍋谷橋   宮崎 fuji10193 

鍋谷橋   青森 fuji24834 

鍋谷川橋  宮崎 fuji09857 

鍋釣橋   北海 fuji45568 

鍋田橋   大分 fuji09505 

鍋田之橋  熊本 fuji01493 

鍋淵橋   福岡 fuji27119 

楢井橋   奈良 fuji41551 

楢橋    山形 fuji27807 

楢原橋   福島 fuji48342 

楢原橋   兵庫 fuji32386 

楢戸沢橋  福島 fuji04697 

楢山川橋    fuji09557 

楢川橋   長野 fuji06820 

楢本橋   大分 fuji42647 

縄手橋   京都 fuji20609 

縄手添橋  鹿児 fuji16596 

縄手入口橋 滋賀 fuji29264 

縄坪川橋    fuji04891 

南２号線跨線橋 

 北海 fuji33331 

南２条橋   北海 fuji35495 

南５条橋   北海 fuji35494 

南８条橋   北海 fuji38094 

南ノ橋   大阪 fuji00448 

南安治川高架橋  

大阪 fuji47360 

南安倍川橋 静岡 fuji32947 

南一条橋（→一条大橋）  

北海 fuji17071 

南一線跨線橋 北海 fuji52414 

南浦和電車区横断人道跨線 

橋    埼玉 fuji39775 

南雲沢橋  群馬 fuji12007 

南栄橋   北海 fuji33855 

南園橋   大阪 fuji26388 

南歌笛橋  北海 fuji35003 

南河内橋  福岡 fuji19237 

南海橋   東京 fuji48358 

南海橋   和歌 fuji02368 

南海線跨線橋 大阪 fuji16738 

南海鉄道交差橋  

和歌 fuji08692 

南開橋   新潟 fuji43832 

南角橋   長野 fuji25477 

南笠橋   滋賀 fuji44201 

南蒲生橋  宮城 fuji40193 

南吉田橋  神奈 fuji14680 

南宮一号橋 長野 fuji30892 

南宮橋   岐阜 fuji25562 

南宮橋（一号橋）  

長野 fuji11150 

南宮橋（二号橋）  

長野 fuji32570 

南宮神社輪橋，下向橋  

岐阜 fuji00278 

南宮二号橋（南宮橋）  

長野 fuji30898 

南境橋   北海 fuji52680 

南橋    秋田 fuji51085 

南橋    島根 fuji26312 

南橋    東京 fuji23397 

南橋    徳島 fuji25152 

南橋    栃木 fuji10428 

南橋    福島 fuji10472 

南橋（売買橋・最二号橋・分監 

橋）   北海 fuji07745 

南郷橋   群馬 fuji09652 

南郷橋   高知 fuji53527 

南郷橋   北海 fuji39328 

南郷橋（大橋） 福島 fuji11913 

南郷通橋  北海 fuji50109 

南金ケ沢橋  青森 fuji08130 

南九号橋  北海 fuji49687 

南九号島松川橋  

北海 fuji50085 

南九条橋  北海 fuji35419 

南九条橋（南大橋）  

北海 fuji43696 

南窪橋   山形 fuji39608 

南熊根尻橋 北海 fuji43365 

南熊山橋（弓削橋）  

岡山 fuji27071 

南桑橋   山口 fuji33029 

南原橋   宮城 fuji02487 

南原橋   長野 fuji10177 

南原橋   徳島 fuji08485 

南原橋（←天竜橋）  

長野 fuji01707 

南原橋（黒沢橋）  

長野 fuji04464 

南原橋（天南橋）  

長野 fuji08255 

南戸橋   岐阜 fuji13225 

南後背川橋 京都 fuji08104 

南光橋   宮崎 fuji31468 

南光寺橋  群馬 fuji14945 

南口橋   大阪 fuji34516 

南幸橋   神奈 fuji20711 

南幸橋   福島 fuji13119 

南港大橋  大阪 fuji44878 

南香川一号橋 北海 fuji37530 

南香川三号橋 北海 fuji37532 

南香川二号橋 北海 fuji37531 

南高橋   東京 fuji23593 

南高田橋  滋賀 fuji28671 

南高野街道第一陸橋  

大阪 fuji08009 

南国栖橋（鈴の音橋）  

奈良 fuji40415 

南今（←八箇庄橋）  

大阪 fuji33764 

南今福橋  大阪 fuji45194 

南在家橋  三重 fuji41544 

南在家溝橋 三重 fuji47319 

南桜橋   秋田 fuji46301 

南山の田橋 福岡 fuji19153 

南山橋   愛媛 fuji38926 

南山橋   大阪 fuji32956 

南山橋   福島 fuji08660 

南山橋   北海 fuji41183 

南山橋(宝橋→田島橋)  

福島 fuji04518 

南山方高架橋 岡山 fuji23029 

南市岡町高架橋  

大阪 fuji46963 

南寺橋   徳島 fuji50055 

南手鎌橋  福岡 fuji29823 

南洲橋   鹿児 fuji25436 

南秋川橋  東京 fuji40820 

南十九号基線排水橋  

北海 fuji31737 

南十九号線風防林橋  

北海 fuji33324 

南十五号基線排水橋  

北海 fuji33325 

南十四条橋 北海 fuji34654 

南十四線橋 北海 fuji12996 

南十二号漁川橋  

北海 fuji50470 

南十二線橋 北海 fuji50183 

南十八号漁川橋  

北海 fuji45036 

南十八号橋 北海 fuji48703 

南十八号線東一線橋  

北海 fuji33322 

南十八号相木川橋  

北海 fuji32754 

南出橋   北海 fuji09954 

南小高橋  福島 fuji25923 

南小国橋  熊本 fuji22426 

南小川橋  高知 fuji25777 

南上野一号橋 北海 fuji53154 

南新得跨線橋 北海 fuji46892 

南新富橋  東京 fuji03863 

南瀬橋   鹿児 fuji19185 

南清橋   北海 fuji50482 

南石橋   長崎 fuji00301 

南仙橋   福岡 fuji27449 

南千住架道橋 東京 fuji07466 

南川橋   愛媛 fuji16820 

南川橋   宮城 fuji07686 

南川橋   香川 fuji09677 

南川橋   三重 fuji22994 

南川橋   滋賀 fuji26073 

南川橋   神奈 fuji32803 

南川橋   千葉 fuji38721 

南川橋   徳島 fuji36889 

南川橋   福井 fuji14806 

南川上橋  島根 fuji22557 

南川尻橋  神奈 fuji18628 

南川第一号橋 徳島 fuji52201 

南川第二橋 徳島 fuji38195 

南川第二号橋 徳島 fuji47951 

南川内四号橋 長崎 fuji30867 

南浅川橋  東京 fuji19037 

南線橋   北海 fuji51883 

南前橋   東京 fuji03557 

南太田橋  富山 fuji21393 

南帯橋   北海 fuji40924 

南大萱橋  滋賀 fuji45415 

南大橋   岩手 fuji49762 

南大橋   広島 fuji24449 

南大橋   福岡 fuji24409 

南大橋   福島 fuji38999 

南大橋（南九条橋）  

北海 fuji43696 

南大江橋  愛知 fuji45388 

南大崎橋  佐賀 fuji16347 

南大手橋  三重 fuji15866 

南大道橋  大阪 fuji18666 

南大門橋  大阪 fuji28678 

南大路橋  京都 fuji16319 

南沢橋   宮城 fuji42224 

南沢橋   山形 fuji20307 

南沢橋   秋田 fuji20989 

南沢橋   北海 fuji23675 

南谷橋   愛媛 fuji34096 

南谷橋   鳥取 fuji04204 

南谷橋   徳島 fuji36626 

南谷小橋  三重 fuji27000 

南谷川橋  島根 fuji16407 

南谷大橋  三重 fuji26996 

南谷天神橋 鳥取 fuji46438 

南淡輪架道橋 大阪 fuji30787 

南池原橋  奈良 fuji41285 

南筑橋   福岡 fuji22418 

南筑橋   福岡 fuji35233 



 １２１ 

南茶屋橋  和歌 fuji22375 

南中学校橋 大分 fuji41460 

南中須橋  徳島 fuji50437 

南張橋   徳島 fuji37479 

南張前橋  徳島 fuji11760 

南辻橋   東京 fuji00342 

南天橋   大分 fuji34779 

南添陸橋  鹿児 fuji53928 

南田井ノ瀬橋 和歌 fuji35227 

南田気橋  茨城 fuji51630 

南田橋   岐阜 fuji42938 

南田橋   山梨 fuji31918 

南田橋   新潟 fuji10966 

南田原橋  兵庫 fuji31810 

南田尻橋（第二潤川橋）  

熊本 fuji38868 

南渡田運河橋 神奈 fuji20579 

南土居架道橋 大阪 fuji25392 

南土橋   新潟 fuji16725 

南島橋   徳島 fuji11350 

南島大橋（阿曽浦地区１号橋） 

     三重 fuji50915 

南島避溢橋 熊本 fuji40319 

南二戸橋  徳島 fuji32850 

南二号橋  北海 fuji51190 

南二十一号漁川橋  

北海 fuji31485 

南二十一号東三線橋  

北海 fuji31734 

南二十二条橋 北海 fuji42025 

南二十六号基地用水橋  

北海 fuji31735 

南二線南十八号橋  

北海 fuji33323 

南濃大橋（←野寺橋）  

岐阜 fuji26503 

南尾橋   兵庫 fuji17222 

南氷川橋  東京 fuji24503 

南浜橋   東京 fuji12239 

南武橋   神奈 fuji26931 

南武橋   兵庫 fuji39090 

南武芸橋  岐阜 fuji30091 

南武跨線橋 東京 fuji49608 

南武線跨線橋 神奈 fuji34487 

南部橋   山梨 fuji20590 

南部橋   福岡 fuji37283 

南部橋   北海 fuji42107 

南部橋   和歌 fuji09434 

南部川（大）橋 和歌 fuji04038 

南部川橋  和歌 fuji06183 

南部大橋  和歌 fuji07783 

南福橋   大阪 fuji43633 

南平橋   和歌 fuji41963 

南平田避溢橋 山形 fuji13350 

南弁天橋  大阪 fuji45444 

南放出橋  大阪 fuji45440 

南方架道橋 岡山 fuji06330 

南方橋   鹿児 fuji22439 

南方橋   鳥取 fuji38485 

南北橋   愛知 fuji22075 

南北橋   岐阜 fuji08858 

南北橋   神奈 fuji26267 

南堀留橋  東京 fuji19950 

南本宿三の橋 神奈 fuji35527 

南本宿二の橋 神奈 fuji53485 

南本内川橋 岩手 fuji17199 

南万代橋  山形 fuji06108 

南無田橋  宮城 fuji39195 

南明橋（新栄橋）  

東京 fuji22279 

南門橋   東京 fuji18432 

南野橋   岐阜 fuji45333 

南野橋   徳島 fuji35603 

南友橋   福岡 fuji23285 

南陽跨線橋 山形 fuji51242 

南六号橋  北海 fuji44687 

南菫橋   大阪 fuji39878 

楠ケ谷橋  愛知 fuji48931 

楠浦の石橋（諏訪ノ前橋）  

熊本 fuji02884 

楠橋    島根 fuji49350 

楠橋    兵庫 fuji08590 

楠橋(→橘橋) 兵庫 fuji11849 

楠原橋   鹿児 fuji53540 

楠公橋   佐賀 fuji01711 

楠根橋   大阪 fuji48398 

楠山橋   高知 fuji51330 

楠鐘橋   千葉 fuji36020 

楠城橋   鳥取 fuji23249 

楠神橋   高知 fuji45467 

楠川水路橋 長野 fuji26971 

楠谷橋   徳島 fuji21477 

楠島橋   高知 fuji30359 

楠之木沢水路橋  

山梨 fuji40810 

楠部橋   三重 fuji53099 

楠本橋   和歌 fuji46657 

楠牟礼橋  宮崎 fuji37366 

楠木橋   徳島 fuji50438 

楠木橋   和歌 fuji22639 

楠葉橋   大阪 fuji23231 

難波橋   愛媛 fuji39399 

難波橋   滋賀 fuji01074 

難波橋   大阪 fuji00029 

難波橋   東京 fuji00680 

難波小橋  大阪 fuji05290 

難波新川橋 大阪 fuji28197 

難波津橋  大阪 fuji23846 

難波天下茶屋間高架橋  

大阪 fuji28804 

難波田橋  北海 fuji51587 

難波踏切陸橋 大阪 fuji09592 

 

… ニ… 
 

二ツ屋橋  岐阜 fuji44818 

二ツ屋橋  富山 fuji27873 

二ツ橋   山形 fuji02918 

二ツ橋   神奈 fuji25313 

二ツ山跨線橋 宮崎 fuji14231 

二ツ寺橋  石川 fuji45166 

二ツ森橋  青森 fuji43429 

二ツ谷橋  神奈 fuji03153 

二ツ池架道橋 愛知 fuji45730 

二ツ嶋橋  茨城 fuji18893 

二つ目橋（二之橋）  

東京 fuji00337 

二の岡高架橋 静岡 fuji53432 

二ノ丸橋   長野 fuji19139 

二の丸橋  富山 fuji15535 

二ノ宮橋   静岡 fuji45369 

二の宮高架橋 神奈 fuji50243 

二の橋   埼玉 fuji37094 

二ノ橋   神奈 fuji41372 

二の橋   長野 fuji29470 

二ノ橋   東京 fuji09850 

二の橋   北海 fuji22491 

二ノ原橋   広島 fuji28003 

二ノ構橋   宮城 fuji03235 

二ノ瀬橋   京都 fuji13295 

二ノ瀬橋   滋賀 fuji44118 

二ノ瀬橋   長崎 fuji01628 

二の瀬橋  福岡 fuji47969 

二ノ瀬新橋  山口 fuji41566 

二ノ台架道橋 岩手 fuji38269 

二の滝橋  山形 fuji47638 

二ノ沢橋   長野 fuji11293 

二の渡橋  岩手 fuji37182 

二の渡橋  青森 fuji50506 

二の俣橋  三重 fuji48999 

二ノ又橋   高知 fuji38222 

二井田橋  秋田 fuji50115 

二雲橋   三重 fuji25568 

二河橋   広島 fuji05207 

二河川橋  広島 fuji09603 

二会川橋  北海 fuji19287 

二間手橋  岐阜 fuji45659 

二間川橋  千葉 fuji21061 

二雁別橋  北海 fuji38959 

二宮インタ－高架  

神奈 fuji49546 

二宮橋   滋賀 fuji00116 

二宮橋   神奈 fuji53204 

二宮橋   千葉 fuji07692 

二級峡吊橋 広島 fuji39680 

二級橋   広島 fuji27998 

二居大橋  新潟 fuji53310 

二興橋   北海 fuji35864 

二郷橋   長崎 fuji13492 

二郡橋（→大正橋）  

長野 fuji06510 

二恵（重）二見橋  

群馬 fuji02888 

二恵橋   群馬 fuji09728 

二恵二見橋 群馬 fuji30078 

二月田橋  鹿児 fuji01248 

二見橋   山形 fuji46103 

二見橋   山口 fuji12716 

二見橋   鹿児 fuji20818 

二見吊橋  北海 fuji35111 

二軒橋→米良（大）橋  

宮崎 fuji44729 

二元橋   山梨 fuji41009 

二厳寺橋  宮崎 fuji18328 

二古橋   秋田 fuji33869 

二古川橋  秋田 fuji15374 

二戸橋   徳島 fuji31244 

二戸口橋  徳島 fuji04930 

二股橋   宮崎 fuji52237 

二股橋   宮城 fuji49211 

二股橋   熊本 fuji19160 

二股橋   高知 fuji29852 

二股橋   長崎 fuji52404 

二股橋   北海 fuji21577 

二股三号橋 北海 fuji53449 

二股瀬橋  山口 fuji25146 

二股川橋  福岡 fuji06425 

二股第一橋 熊本 fuji01078 

二股第二橋 熊本 fuji01079 

二股二号橋 北海 fuji53448 

二光橋   福井 fuji07568 

二光橋（→日光橋）  

福井 fuji41233 

二口橋   山形 fuji53013 

二口川橋  福岡 fuji07726 

二坑橋   北海 fuji31341 

二構橋   宮城 fuji02906 

二号橋   宮崎 fuji43965 

二号橋   熊本 fuji53400 

二号橋   群馬 fuji40204 

二号橋   大阪 fuji18106 

二号橋   徳島 fuji30816 

二号橋   北海 fuji27212 

二号糠塚橋 群馬 fuji28844 

二号水路橋 福島 fuji15473 

二号清水橋 群馬 fuji29397 

二号線橋  北海 fuji47753 

二号奈半利橋 高知 fuji49397 

二国橋   神奈 fuji27865 

二三成橋  茨城 fuji12665 

二子（桟道）橋 神奈 fuji42400 

二子屋橋  宮城 fuji29932 

二子橋   神奈 fuji18780 

二子橋   長野 fuji04167 

二子橋   東京 fuji15993 

二子持橋  長野 fuji37646 

二子松橋  高知 fuji47539 

二子塚橋  福島 fuji13542 

二肢橋   北海 fuji09953 

二鹿谷橋  山口 fuji34233 

二州橋   群馬 fuji32930 

二十一線橋 北海 fuji48294 

二十一番橋 北海 fuji49037 

二十九号橋 北海 fuji31012 

二十軒屋橋 広島 fuji29485 

二十軒屋橋 広島 fuji33171 

二十五間橋（鹿追橋）  

北海 fuji37301 

二十五線橋 北海 fuji18262 

二十三線橋 北海 fuji18264 

二十三線橋 北海 fuji48701 

二十四軒第１横橋  

北海 fuji51768 

二十二線橋 北海 fuji18263 

二十八番橋（→湖遥橋）  

北海 fuji44245 

二十六木橋 山形 fuji13348 

二十六木橋 秋田 fuji06680 

二重橋   広島 fuji11023 

二重橋   鹿児 fuji11966 

二重橋   北海 fuji46872 

二重橋（皇居正門石橋）  

東京 fuji05383 

二重橋（皇居正門鉄橋）  

東京 fuji05378 

二升石橋  岩手 fuji03781 

二庄内橋  青森 fuji31274 

二上橋   富山 fuji01772 

二条橋   高知 fuji29854 

二条橋   長野 fuji23478 

二条橋   北海 fuji43764 

二条窪川橋 山口 fuji17991 

二条深川橋 山口 fuji40280 

二条大橋  京都 fuji30596 

二条通橋  京都 fuji00559 

二瀬越橋  神奈 fuji22668 

二瀬橋   東京 fuji00972 

二瀬橋（二瀬東橋）  

静岡 fuji40750 

二瀬西橋  静岡 fuji24996 

二瀬東橋（二瀬橋）  

静岡 fuji40750 

二星橋   北海 fuji49447 

二川橋   福島 fuji10976 

二川橋   和歌 fuji19058 

二線橋   北海 fuji14327 

二線川橋  北海 fuji22827 

二双橋   群馬 fuji49967 

二村橋   大分 fuji34778 

二村橋   福島 fuji21335 

二丁目橋  秋田 fuji00410 

二津野大橋 奈良 fuji17680 

二天橋   石川 fuji22766 

二田堀橋  秋田 fuji13117 

二渡橋   福島 fuji46926 

二塘橋   熊本 fuji08432 

二日市跨線橋 石川 fuji52893 

二日町橋  新潟 fuji02667 



 １２２ 

二之橋   新潟 fuji46163 

二之橋   神奈 fuji45941 

二之橋   東京 fuji00548 

二之橋   北海 fuji39172 

二之橋（→新川橋）  

東京 fuji09371 

二之橋（二つ目橋）  

東京 fuji00337 

二之江橋  東京 fuji36575 

二之瀬橋  静岡 fuji25341 

二之滝橋  徳島 fuji26720 

二迫川橋  宮城 fuji30400 

二反田橋  山口 fuji14409 

二反田橋  長崎 fuji28053 

二番橋   大阪 fuji32692 

二番橋   北海 fuji41176 

二番川橋  北海 fuji47401 

二番川橋  和歌 fuji19784 

二樋橋   大阪 fuji50867 

二風谷橋  北海 fuji51125 

二文字橋  大分 fuji05172 

二本橋   長野 fuji27421 

二本松橋  愛知 fuji51295 

二本松橋  佐賀 fuji27206 

二本松橋  福岡 fuji26340 

二本松橋  北海 fuji39827 

二本堂橋  山形 fuji27813 

二本木架道橋 愛知 fuji45731 

二本木架道橋 熊本 fuji13473 

二本木橋  岡山 fuji14915 

二本木橋  熊本 fuji13474 

二本木橋  広島 fuji42992 

二本木橋  東京 fuji20043 

二本木橋  福島 fuji01199 

二本木跨線橋 愛知 fuji51561 

二本木跨線橋 新潟 fuji43470 

二本柳一号橋 香川 fuji44144 

二枚橋   宮城 fuji25896 

二枚橋   埼玉 fuji17426 

二枚橋   青森 fuji29522 

二枚橋   長野 fuji51985 

二俣関橋  群馬 fuji15789 

二俣橋   愛知 fuji25015 

二俣橋   宮崎 fuji10660 

二俣橋   群馬 fuji39916 

二俣橋   島根 fuji41764 

二俣瀬橋  山口 fuji37167 

二俣川橋  神奈 fuji26002 

二俣第一橋 熊本 fuji01122 

二俣第二橋（二俣福良橋） 

 熊本 fuji01128 

二俣尾橋  東京 fuji42549 

二俣福良橋（二俣第二橋）  

熊本 fuji01128 

二又橋   愛媛 fuji25417 

二又橋   宮城 fuji02966 

二又橋   北海 fuji49042 

二又川橋  福岡 fuji41297 

二面橋   岡山 fuji22389 

二野尾橋  大分 fuji43950 

二柳第二橋 岡山 fuji16786 

二葉橋   東京 fuji11616 

二葉橋（←阿弥陀橋）  

高知 fuji08764 

二葉橋架道橋 東京 fuji36247 

二葉町橋高架橋  

東京 fuji36483 

二葉町高架 東京 fuji11512 

二六橋   三重 fuji34853 

尼引橋   山形 fuji46105 

尼丘橋   岡山 fuji14302 

尼崎橋   大阪 fuji02010 

尼崎高架  兵庫 fuji43495 

尼子橋   島根 fuji28205 

尼子橋   福島 fuji02744 

弐ノ洲橋   愛媛 fuji30661 

弐之橋   東京 fuji23146 

弐反谷川橋 鳥取 fuji24378 

賑橋    神奈 fuji01863 

賑橋    大阪 fuji13411 

賑橋    東京 fuji20916 

賑橋（←榎津橋）  

長崎 fuji00938 

賑江橋   大阪 fuji00942 

肉谷橋   岡山 fuji37466 

虹の橋（←赤倉橋）  

山形 fuji20564 

虹の滝橋  香川 fuji42621 

虹貝橋   青森 fuji05215 

虹澗橋（柳井瀬橋）  

大分 fuji01092 

虹橋    山口 fuji15494 

虹橋    長野 fuji37648 

虹見橋   兵庫 fuji24088 

虹滝橋   香川 fuji10512 

虹鱒橋   北海 fuji39602 

廿代橋   高知 fuji26336 

廿日橋   香川 fuji30464 

日の浦橋  広島 fuji44838 

日の浦橋  徳島 fuji47517 

日ノ影大橋  宮崎 fuji40818 

日ノ岡十号橋（大岩橋）  

京都 fuji09851 

日ノ岡第十一号橋（琵琶湖疏 

水日岡山隧道運河橋） 

 京都 fuji09596 

日ノ下橋   山口 fuji05937 

日の下橋  大阪 fuji28677 

日の岳橋  大分 fuji36468 

日の隈橋  大分 fuji35458 

日の出（大）橋 福岡 fuji12720 

日ノ出橋   愛知 fuji11088 

日の出橋  愛媛 fuji35844 

日の出橋  岐阜 fuji30603 

日の出橋  宮崎 fuji39706 

日の出橋  京都 fuji32689 

日の出橋  三重 fuji45958 

日の出橋  山口 fuji34199 

日ノ出橋   神奈 fuji01921 

日ノ出橋   静岡 fuji03318 

日の出橋  東京 fuji16456 

日の出橋  福井 fuji14682 

日の出橋  福岡 fuji16914 

日の出橋  兵庫 fuji24087 

日の出橋  北海 fuji14666 

日の出橋（→旭橋）  

島根 fuji11939 

日の出橋（→御成橋）  

北海 fuji23377 

日の出橋（←居武士橋）  

北海 fuji37074 

日の出橋（新大河橋）  

埼玉 fuji29405 

日ノ出町架道橋  

神奈 fuji22960 

日の出立体橋 福井 fuji49846 

日ノ神橋   岩手 fuji17516 

日ノ川橋   愛媛 fuji17471 

日ノ袖橋   岩手 fuji17517 

日の沢橋  宮城 fuji52788 

日蔭橋   静岡 fuji32670 

日蔭町架道橋 東京 fuji36249 

日蔭町橋高架橋  

東京 fuji36485 

日陰橋   秋田 fuji40036 

日陰沢橋  静岡 fuji33746 

日陰町高架 東京 fuji11165 

日宇川橋  長崎 fuji08040 

日羽谷橋  岡山 fuji17980 

日羽陸橋  岡山 fuji17979 

日浦橋   香川 fuji50796 

日浦橋   徳島 fuji12637 

日影橋   岩手 fuji35421 

日影橋   宮崎 fuji06290 

日影橋   群馬 fuji21357 

日影橋   埼玉 fuji53281 

日影橋   山形 fuji16498 

日影橋   神奈 fuji34830 

日影橋   北海 fuji21666 

日下橋   広島 fuji26127 

日下橋   山口 fuji16024 

日下川橋  高知 fuji17376 

日開谷橋  徳島 fuji28504 

日開野橋  徳島 fuji28903 

日笠架道橋 福井 fuji14893 

日笠川橋  福井 fuji14803 

日吉橋   愛媛 fuji29440 

日吉橋   京都 fuji08206 

日吉橋   高知 fuji53896 

日吉橋   新潟 fuji41681 

日吉橋   大阪 fuji00530 

日吉橋   東京 fuji02540 

日吉橋   福井 fuji01509 

日吉橋   福岡 fuji30245 

日吉橋   兵庫 fuji13682 

日吉橋   北海 fuji40472 

日吉橋（←山王橋）  

京都 fuji00568 

日吉神社三橋 滋賀 fuji00113 

日吉谷橋  徳島 fuji36627 

日吉町架道橋 兵庫 fuji37134 

日吉町第五架道橋  

兵庫 fuji28820 

日吉町第三架道橋  

兵庫 fuji28819 

日吉町第四架道橋  

兵庫 fuji18676 

日吉町第二架道橋  

兵庫 fuji23359 

日橋    福島 fuji00121 

日形橋（北上川橋）  

岩手 fuji21735 

日見橋   長崎 fuji00882 

日原川橋  東京 fuji33042 

日光橋   愛知 fuji25735 

日光橋   滋賀 fuji02671 

日光橋   鳥取 fuji44349 

日光橋   東京 fuji02880 

日光橋   栃木 fuji00267 

日光橋（←二光橋）  

福井 fuji41233 

日光寺橋  京都 fuji28071 

日光川橋  愛知 fuji45392 

日光川橋（日光大橋）  

愛知 fuji23643 

日光川避溢橋 愛知 fuji45525 

日光川閘門橋 愛知 fuji43612 

日光大橋（日光川橋）  

愛知 fuji23643 

日向橋   愛知 fuji42249 

日向橋   宮城 fuji02702 

日向橋   埼玉 fuji09031 

日向橋   山形 fuji07824 

日向橋   神奈 fuji12344 

日向橋   静岡 fuji46377 

日向橋   北海 fuji42304 

日向橋（←城東橋）  

福井 fuji41522 

日向山橋  鹿児 fuji26185 

日向上橋  岩手 fuji30073 

日向神橋  福岡 fuji26397 

日向川橋  三重 fuji18991 

日向川橋  山形 fuji15045 

日向川橋  島根 fuji26209 

日向大橋  宮崎 fuji34289 

日向沢橋  長野 fuji06940 

日高橋   長野 fuji22680 

日高橋   北海 fuji45060 

日高川橋  和歌 fuji03733 

日高陸橋  茨城 fuji46134 

日山橋   広島 fuji11024 

日山橋   長野 fuji40098 

日枝橋   滋賀 fuji29263 

日枝橋   鹿児 fuji25225 

日枝橋   神奈 fuji18613 

日枝橋   福岡 fuji06427 

日出橋   山口 fuji24164 

日出橋   福岡 fuji08765 

日出橋   兵庫 fuji21454 

日出跨線橋 大分 fuji43689 

日出谷橋  新潟 fuji13555 

日焼田橋  岐阜 fuji14361 

日章橋   高知 fuji53382 

日新橋   鹿児 fuji27373 

日新橋   福岡 fuji26163 

日進橋   千葉 fuji39015 

日進橋   北海 fuji14459 

日川橋   山梨 fuji03888 

日曽利橋  長野 fuji11926 

日早橋   徳島 fuji37743 

日曹橋   東京 fuji31667 

日大橋（永徳橋）  

福島 fuji44846 

日谷橋   岐阜 fuji07180 

日谷水路橋 岐阜 fuji11521 

日置橋   愛知 fuji03910 

日置橋   富山 fuji41519 

日置小橋  和歌 fuji36126 

日置川橋  和歌 fuji27698 

日置川大橋 和歌 fuji51079 

日置大橋  和歌 fuji15550 

日中橋   富山 fuji07852 

日長一号橋 愛知 fuji53340 

日鉄橋   福岡 fuji27126 

日田橋   山形 fuji09025 

日渡橋   福島 fuji11383 

日東橋   神奈 fuji50409 

日東橋   北海 fuji45554 

日東三号線橋 北海 fuji39590 

日東吊橋  北海 fuji38654 

日当橋   岐阜 fuji49113 

日当窪橋  長野 fuji52311 

日当山橋  鹿児 fuji25229 

日奈久跨線橋 熊本 fuji45472 

日南橋   鳥取 fuji52005 

日々宇橋  徳島 fuji32450 

日々折跨線橋 山口 fuji25761 

日入倉橋  山梨 fuji41073 

日之下橋  神奈 fuji34692 

日之河原橋 鹿児 fuji39310 

日之口橋  鹿児 fuji44181 

日之出橋  愛知 fuji15547 

日之出橋  高知 fuji35232 

日之出橋  新潟 fuji53638 

日之出橋  神奈 fuji19358 

日之出橋  大分 fuji28056 

日之出橋  北海 fuji41170 

日比宇橋  徳島 fuji35836 



 １２３ 

日比原橋  高知 fuji21268 

日比沢参宮橋 静岡 fuji47874 

日尾川めがね橋  

山口 fuji13243 

日撫橋（大橋） 兵庫 fuji05444 

日部橋   三重 fuji18363 

日暮橋   熊本 fuji36538 

日暮橋   鹿児 fuji40679 

日暮橋   青森 fuji46902 

日暮橋   兵庫 fuji07414 

日暮橋   北海 fuji50471 

日暮里荒川間高架橋  

東京 fuji25242 

日方川橋  北海 fuji21945 

日方大橋  北海 fuji39890 

日芳橋   岡山 fuji01475 

日本館橋  長野 fuji32363 

日本橋   群馬 fuji00203 

日本橋   香川 fuji10713 

日本橋   埼玉 fuji29194 

日本橋   神奈 fuji07555 

日本橋   静岡 fuji12154 

日本橋   大阪 fuji00735 

日本橋   東京 fuji00167 

日本橋   福島 fuji42028 

日本橋（坂東橋）  

神奈 fuji18537 

日本原橋  岡山 fuji27325 

日本堤橋  東京 fuji20331 

日満埠頭昇開橋（満鉄川崎埠 

頭昇開橋） 神奈 fuji24618 

日名橋   愛知 fuji30349 

日名古川橋 北海 fuji23669 

日名川橋  北海 fuji23668 

日名沢川大橋 長野 fuji00664 

日木山橋  鹿児 fuji41462 

日野橋   山口 fuji38502 

日野橋   神奈 fuji47467 

日野橋   鳥取 fuji04581 

日野橋   東京 fuji18529 

日野橋   福井 fuji00657 

日野橋（→上平吹橋）  

福井 fuji27889 

日野橋（←帆山橋）  

福井 fuji20344 

日野橋（←両郡橋）  

福井 fuji02340 

日野橋（八丁橋）  

長野 fuji24484 

日野跨線橋 東京 fuji51266 

日野節橋  広島 fuji32969 

日野川橋  滋賀 fuji05747 

日野川橋  鳥取 fuji09279 

日野川橋  東京 fuji05695 

日野川橋  福井 fuji07467 

日野大橋  兵庫 fuji41745 

日野谷橋  徳島 fuji36783 

日夕橋   北海 fuji51342 

日用川橋  石川 fuji20097 

日裏橋   徳島 fuji19098 

日立橋   茨城 fuji44294 

日蓮橋   東京 fuji37974 

日連橋   神奈 fuji24534 

日連大橋  神奈 fuji36858 

日和橋   大阪 fuji20948 

日和佐川橋 徳島 fuji29595 

日和瀬橋  熊本 fuji13808 

日和川尻橋 鳥取 fuji20402 

日和田橋  徳島 fuji31716 

日和田跨線橋 福島 fuji46111 

乳谷川橋  北海 fuji28427 

乳房橋   長野 fuji10995 

入下橋   宮崎 fuji23569 

入会橋   富山 fuji50252 

入叶津橋  福島 fuji08067 

入間橋   北海 fuji09297 

入間川橋  埼玉 fuji09093 

入間大橋  埼玉 fuji28391 

入間堀川橋   fuji34536 

入戸野橋  山梨 fuji37604 

入広瀬橋  新潟 fuji34912 

入広瀬川橋 新潟 fuji36021 

入江橋   沖縄 fuji37293 

入江橋   神奈 fuji19362 

入江橋   長崎 fuji18321 

入江橋   東京 fuji02537 

入江橋   徳島 fuji40430 

入江橋   兵庫 fuji06743 

入江跨線橋（工事名）→桜橋 

静岡 fuji22990 

入江川橋  香川 fuji05752 

入江谷川橋 岡山 fuji20227 

入江避溢橋 山形 fuji15913 

入合橋   埼玉 fuji12127 

入志別橋  北海 fuji30309 

入寺内橋  福島 fuji49955 

入鹿水路橋 愛知 fuji40826 

入鹿別橋  北海 fuji34544 

入手橋   徳島 fuji08891 

入初橋   北海 fuji30305 

入川橋   広島 fuji34197 

入川橋   東京 fuji30731 

入川橋   富山 fuji26010 

入船橋   山口 fuji24166 

入船橋   秋田 fuji14177 

入船橋   神奈 fuji45149 

入船橋   千葉 fuji32640 

入船橋   大阪 fuji24756 

入船橋   東京 fuji00574 

入船橋（永代橋）  

静岡 fuji04390 

入船町架道橋 北海 fuji03487 

入倉橋   北海 fuji37377 

入増川橋  山梨 fuji41851 

入谷橋   宮崎 fuji19888 

入谷橋   広島 fuji24148 

入藤橋   宮城 fuji03260 

入道橋   岩手 fuji28555 

入道橋   東京 fuji28613 

入道橋   徳島 fuji09674 

入道橋   福岡 fuji15887 

入道水西橋 熊本 fuji41478 

入梅神橋  島根 fuji39373 

入琵琶沢水路橋  

福島 fuji15853 

入野橋   宮崎 fuji43963 

入野橋   群馬 fuji25463 

入野橋   和歌 fuji31333 

入良川橋  青森 fuji10525 

如是川橋  大阪 fuji02424 

如来橋   鳥取 fuji44583 

尿前橋   岩手 fuji45481 

韮神橋   宮城 fuji02971 

韮生野橋  高知 fuji17152 

韮川橋   群馬 fuji14946 

任海橋   富山 fuji14340 

忍橋    岐阜 fuji42004 

忍川架道橋 東京 fuji35342 

忍川橋   埼玉 fuji15846 

忍川橋   千葉 fuji24677 

忍川橋   東京 fuji17907 

忍沢橋   静岡 fuji52580 

忍田橋   三重 fuji27520 

 

… ヌ … 
 

… ネ … 
 

禰宜橋   大阪 fuji42439 

禰宜町橋  愛知 fuji09008 

寧楽橋   北海 fuji52725 

猫屋橋（本川橋）  

広島 fuji00104 

猫橋    佐賀 fuji18153 

猫地橋   長野 fuji37341 

猫坊橋   徳島 fuji49584 

猫俣橋   東京 fuji14727 

猫與野橋  新潟 fuji30805 

熱海橋   福島 fuji43442 

熱海疏水橋 福島 fuji03691 

熱郭橋   北海 fuji48202 

熱川橋   静岡 fuji42271 

熱田橋   愛知 fuji32580 

熱田橋   新潟 fuji36503 

熱田橋（←伝馬橋）  

愛知 fuji10579 

熱田伝馬橋 愛知 fuji51993 

年の上橋  宮崎 fuji35963 

年の神橋  大分 fuji43178 

年見橋   宮崎 fuji30060 

年見川橋  宮崎 fuji16832 

年神橋   大分 fuji27186 

年谷川橋  京都 fuji34729 

年祢橋   熊本 fuji17181 

年野橋   大分 fuji17498 

念橋    長崎 fuji14126 

念仏橋   岐阜 fuji07314 

念仏橋   宮城 fuji42844 

念仏橋   熊本 fuji33053 

念仏橋   埼玉 fuji14034 

念仏橋   滋賀 fuji46406 

念仏橋   大阪 fuji24064 

念仏橋   大分 fuji02655 

念仏橋   東京 fuji04530 

 

… ノ … 
 

濃尾大橋  愛知 fuji36070 

納屋橋   愛知 fuji00185 

納屋堀橋  高知 fuji22698 

納所橋   京都 fuji26207 

納所橋   滋賀 fuji29269 

納内橋   北海 fuji23579 

納米里橋（→富士見橋）  

静岡 fuji34170 

納涼橋   山口 fuji01657 

納涼橋   青森 fuji05468 

能郷橋   岐阜 fuji36110 

能生橋   新潟 fuji06480 

能生川橋  新潟 fuji07561 

能生大橋  新潟 fuji48752 

能生谷橋  新潟 fuji50251 

能船木川水路橋  

岩手 fuji16538 

能代橋   秋田 fuji08143 

能代橋   大分 fuji34212 

能代川橋  新潟 fuji11623 

能代大橋  秋田 fuji36925 

能代大橋（新津大橋）  

新潟 fuji27871 

能谷橋   岐阜 fuji42930 

能知橋   大分 fuji24274 

能町橋（→射水橋）  

富山 fuji04789 

能島橋   静岡 fuji26230 

能褒野橋  三重 fuji13673 

農試架道橋 岩手 fuji50509 

農人橋   大阪 fuji00696 

農通橋   大阪 fuji06741 

農通橋（→上高浜橋）  

大阪 fuji29819 

農道橋   北海 fuji48868 

農道十二号橋 北海 fuji43336 

農免大橋  富山 fuji51655 

農野牛橋  北海 fuji46783 

覗橋    岡山 fuji20619 

覗橋    宮城 fuji04693 

覗橋    山形 fuji03985 

覗橋    大分 fuji50615 

 

… ハ … 
 

巴橋    愛知 fuji06048 

巴橋    茨城 fuji41504 

巴橋    岐阜 fuji19546 

巴橋    広島 fuji03643 

巴橋    千葉 fuji10416 

巴橋    東京 fuji21109 

巴橋    兵庫 fuji27299 

巴橋    北海 fuji16365 

巴川橋   茨城 fuji20998 

巴川橋   静岡 fuji05709 

巴川水管橋 静岡 fuji23064 

巴波橋   栃木 fuji13304 

巴波川橋  栃木 fuji21011 

播磨屋橋  高知 fuji01841 

播磨觜崎橋 兵庫 fuji13982 

波浦橋   佐賀 fuji33419 

波掛橋   宮崎 fuji30639 

波寄津橋  大分 fuji40322 

波恵橋   北海 fuji37932 

波計桟橋  長野 fuji00068 

波見橋   鹿児 fuji27157 

波根川橋  島根 fuji13881 

波根東架道橋 島根 fuji13882 

波子跨線橋 島根 fuji47143 

波上橋   栃木 fuji32781 

波静橋   三重 fuji05041 

波多瀬橋  三重 fuji27553 

波多打川橋 静岡 fuji00914 

波多第一橋 熊本 fuji08433 

波多第三橋 熊本 fuji08435 

波多第四橋 熊本 fuji08353 

波多第二橋 熊本 fuji08434 

波多野橋  奈良 fuji48631 

波太川橋  千葉 fuji17276 

波谷橋   京都 fuji41739 

波津久橋  大分 fuji09213 

波豆橋   兵庫 fuji23422 

波木井橋  山梨 fuji20914 

波羅密橋  東京 fuji53209 

波里橋   徳島 fuji30454 

波籠橋   三重 fuji27285 

破間橋   新潟 fuji20874 

破瀬浦橋  長崎 fuji25789 

芭露橋   北海 fuji40929 

馬の橋   徳島 fuji33952 

馬ノ原橋   広島 fuji07520 

馬ノ口橋   大阪 fuji23794 

馬の神橋  熊本 fuji07078 

馬ノ瀬橋   高知 fuji22172 

馬ノ背橋   山口 fuji26133 

馬引橋   東京 fuji39618 

馬越橋   岡山 fuji27986 

馬越橋   三重 fuji49860 

馬越橋   新潟 fuji28460 

馬越橋   福島 fuji05117 

馬越跨線橋 新潟 fuji29070 



 １２４ 

馬越堀橋  新潟 fuji32153 

馬沖橋   福岡 fuji33546 

馬屋尻橋  青森 fuji40166 

馬下橋   新潟 fuji48044 

馬河淵橋（新生橋）  

広島 fuji33247 

馬廻橋   香川 fuji16415 

馬館橋   宮城 fuji50651 

馬宮橋   大分 fuji31575 

馬橋    愛知 fuji35054 

馬橋    岡山 fuji47929 

馬橋    宮城 fuji02521 

馬橋    京都 fuji27018 

馬橋    鹿児 fuji12789 

馬橋    神奈 fuji22459 

馬橋    千葉 fuji09853 

馬橋    鳥取 fuji42980 

馬橋    福島 fuji29639 

馬橋    兵庫 fuji29778 

馬橋    北海 fuji35718 

馬橋（→田子大橋）  

宮城 fuji53007 

馬橋（姫井橋） 熊本 fuji17729 

馬橋人道橋 千葉 fuji09285 

馬曲川橋  長野 fuji14059 

馬形橋   鹿児 fuji42187 

馬渓橋   大分 fuji16571 

馬見ケ崎橋  山形 fuji24860 

馬見原橋  熊本 fuji14089 

馬見崎川橋 山形 fuji08976 

馬見塚橋  埼玉 fuji18757 

馬溝橋   宮崎 fuji04665 

馬腰橋   長野 fuji25330 

馬込架道橋 東京 fuji18590 

馬込橋   鹿児 fuji42477 

馬込橋   静岡 fuji29243 

馬込橋   東京 fuji29887 

馬込新橋  静岡 fuji52436 

馬込新橋  東京 fuji29725 

馬込川橋  静岡 fuji05737 

馬坂跨線水路橋  

京都 fuji07646 

馬坂川樋橋 京都 fuji12546 

馬指橋   香川 fuji17359 

馬篠橋   香川 fuji20513 

馬主来橋  北海 fuji44887 

馬取川橋  新潟 fuji13395 

馬狩谷橋（椿原橋）  

岐阜 fuji33637 

馬宿橋   香川 fuji06655 

馬宿川橋  香川 fuji27201 

馬出橋   新潟 fuji53941 

馬上免橋（豊橋）   

福井 fuji02339 

馬城橋   秋田 fuji51923 

馬場浦橋  宮城 fuji13503 

馬場架道橋   fuji45377 

馬場橋   愛媛 fuji40437 

馬場橋   宮城 fuji04093 

馬場橋   秋田 fuji20561 

馬場橋   青森 fuji03197 

馬場橋   大分 fuji25213 

馬場橋   長崎 fuji03105 

馬場橋   栃木 fuji21349 

馬場見川橋 秋田 fuji09254 

馬場先橋  大阪 fuji45442 

馬場先橋  東京 fuji02093 

馬場沢橋  静岡 fuji34710 

馬場谷橋  岡山 fuji27994 

馬場田橋  広島 fuji07516 

馬場内橋  福島 fuji15524 

馬尻橋   大分 fuji46508 

馬神橋   鹿児 fuji24801 

馬水橋   熊本 fuji04241 

馬瀬橋   高知 fuji46494 

馬瀬戸橋  大分 fuji11961 

馬瀬川橋  岐阜 fuji41881 

馬川橋   滋賀 fuji48936 

馬洗橋   福井 fuji07763 

馬洗川橋  広島 fuji16860 

馬船橋   愛媛 fuji44154 

馬村橋(下り） 群馬 fuji16207 

馬代橋 大分 fuji46507 

馬追橋   福島 fuji12582 

馬追橋   北海 fuji08948 

馬通橋   滋賀 fuji15590 

馬庭橋   鹿児 fuji16597 

馬田橋   大阪 fuji02152 

馬田橋   福岡 fuji10012 

馬渡橋   岐阜 fuji05268 

馬渡橋   宮崎 fuji24457 

馬渡橋   香川 fuji41441 

馬渡橋   三重 fuji33381 

馬渡橋   滋賀 fuji48545 

馬渡橋   鹿児 fuji24214 

馬渡橋   神奈 fuji12246 

馬渡橋   静岡 fuji39247 

馬渡橋   大分 fuji04437 

馬渡橋   福岡 fuji26161 

馬渡高架  滋賀 fuji48790 

馬渡瀬橋  大分 fuji30794 

馬土橋   埼玉 fuji53769 

馬土橋   千葉 fuji07151 

馬刀ケ浦橋  長崎 fuji41794 

馬踏橋   秋田 fuji45252 

馬入橋   神奈 fuji01581 

馬入橋   大分 fuji30962 

馬入川橋  神奈 fuji05163 

馬入川橋  静岡 fuji11422 

馬伏川橋  静岡 fuji52603 

馬淵川橋  青森 fuji30598 

馬堀橋   千葉 fuji28605 

馬木橋   島根 fuji05923 

馬目崎橋  香川 fuji33413 

馬門橋   熊本 fuji01117 

馬門橋   青森 fuji21969 

馬門橋   北海 fuji31264 

馬門大橋  青森 fuji27213 

馬立橋   鹿児 fuji44182 

馬立橋   栃木 fuji10438 

馬流橋   鹿児 fuji07742 

馬流橋   長野 fuji08853 

馬留橋   岩手 fuji25284 

馬路橋   徳島 fuji04213 

馬路谷橋（←元神谷橋）  

徳島 fuji11458 

拝志大橋  愛媛 fuji47204 

拝田橋   大分 fuji11359 

拝島（上水）橋 東京 fuji34033 

拝島橋   東京 fuji34618 

拝野橋   三重 fuji31231 

排水橋   北海 fuji31011 

排水堀橋  埼玉 fuji21042 

排難波陸橋 長野 fuji27631 

背高橋   岩手 fuji42521 

背上橋   長崎 fuji31158 

背振峡眼鏡橋 佐賀 fuji06261 

梅ケ橋   群馬 fuji15474 

梅ケ香橋  兵庫 fuji16554 

梅ケ崎橋  長崎 fuji05344 

梅ケ枝橋  山口 fuji00156 

梅ケ枝橋  大阪 fuji19423 

梅ケ瀬橋  愛媛 fuji41965 

梅ケ谷橋  滋賀 fuji32252 

梅ケ洞橋  長野 fuji31545 

梅ノ宮橋   徳島 fuji26698 

梅の橋   石川 fuji11791 

梅ノ橋   福島 fuji42537 

梅ノ木橋   岩手 fuji14592 

梅の木橋  宮城 fuji44260 

梅の木橋  広島 fuji34195 

梅の木橋  埼玉 fuji26261 

梅ノ木橋   静岡 fuji39071 

梅ノ木橋   大分 fuji33425 

梅ノ木橋   島根 fuji47922 

梅の木橋  東京 fuji24912 

梅ノ木川橋  山梨 fuji34043 

梅ノ木谷橋  三重 fuji27001 

梅園橋   神奈 fuji25996 

梅観橋   広島 fuji14556 

梅久保橋  山梨 fuji40233 

梅宮橋   京都 fuji10704 

梅橋    三重 fuji28658 

梅見川橋  北海 fuji19286 

梅戸橋   茨城 fuji30256 

梅戸陸橋  茨城 fuji30188 

梅光架道橋 山口 fuji41115 

梅香橋   長崎 fuji11162 

梅香崎橋  神奈 fuji21131 

梅香崎橋  長崎 fuji01693 

梅森橋   愛知 fuji24444 

梅生橋   大分 fuji32182 

梅川橋   愛媛 fuji41897 

梅川橋   千葉 fuji24903 

梅泉橋   青森 fuji24301 

梅泉橋   栃木 fuji31774 

梅太屋橋  広島 fuji36439 

梅谷橋   宮崎 fuji18467 

梅谷川橋  宮崎 fuji14234 

梅谷太鼓橋 宮崎 fuji19891 

梅津橋   岐阜 fuji18719 

梅津橋   新潟 fuji13963 

梅津橋   青森 fuji37308 

梅津橋   北海 fuji49195 

梅田一号橋 大阪 fuji30184 

梅田貨物線跨線橋   

大阪 fuji53680 

梅田橋   宮城 fuji44269 

梅田橋   京都 fuji10916 

梅田橋   高知 fuji37487 

梅田橋   埼玉 fuji19678 

梅田橋   滋賀 fuji47895 

梅田橋   千葉 fuji28606 

梅田橋   兵庫 fuji01709 

梅田跨線橋 埼玉 fuji49807 

梅田跨線橋 大阪 fuji18510 

梅田十三間高架橋  

大阪 fuji18441 

梅田川橋  宮城 fuji51225 

梅田川橋  滋賀 fuji05782 

梅田長柄線跨道橋  

大阪 fuji53685 

梅島橋   東京 fuji24682 

梅島陸橋  東京 fuji50996 

梅内跨線橋 青森 fuji49048 

梅之瀬橋  愛媛 fuji42634 

梅平橋（どんぎり橋） 

 岐阜 fuji46195 

梅北川橋  宮崎 fuji16836 

梅本橋   大阪 fuji01742 

梅木橋   熊本 fuji21817 

梅木橋   大分 fuji38239 

梅木沢水管橋 山梨 fuji41942 

梅木鶴橋  熊本 fuji14744 

梅木発電所導水路水路橋 

 静岡 fuji11952 

梅林橋   長崎 fuji41456 

梅溪橋   京都 fuji45964 

売買橋（南橋） 北海 fuji26219 

売買川橋  北海 fuji20949 

売利橋   北海 fuji37941 

這坂南橋  宮城 fuji03524 

這坂北橋  宮城 fuji03827 

這上リ橋  滋賀 fuji28668 

萩ケ岡橋  北海 fuji50185 

萩ケ岡大橋  北海 fuji50621 

萩ケ野橋  福井 fuji10633 

萩の坂橋  宮城 fuji42530 

萩の沢水路橋 静岡 fuji53088 

萩浦橋   富山 fuji07631 

萩浦小橋  富山 fuji24696 

萩荻橋（磐井橋）  

岩手 fuji00408 

萩橋    群馬 fuji42885 

萩橋    山口 fuji25404 

萩原橋   岐阜 fuji41260 

萩原橋   宮崎 fuji20651 

萩原橋   佐賀 fuji28911 

萩原橋   三重 fuji42955 

萩原橋   山梨 fuji40726 

萩原橋   鹿児 fuji39584 

萩原橋   東京 fuji09097 

萩原橋(球磨川橋)  

熊本 fuji22794 

萩原川橋  宮崎 fuji16835 

萩原避溢橋   fuji45842 

萩砂里橋  北海 fuji07082 

萩崎橋   福島 fuji42380 

萩索橋   静岡 fuji05777 

萩川橋   埼玉 fuji47662 

萩素橋   静岡 fuji08086 

萩茶里橋  北海 fuji48136 

萩中橋   高知 fuji13989 

萩鶴橋   大分 fuji36465 

萩田橋   岩手 fuji35723 

萩尾橋   福岡 fuji46000 

萩野川橋  山形 fuji18967 

伯楽橋   大阪 fuji10937 

伯太橋   島根 fuji34072 

伯太川橋  島根 fuji10948 

伯母川橋  滋賀 fuji43980 

伯耆橋   長野 fuji41533 

伯耆橋   鳥取 fuji05560 

博多橋   福岡 fuji51710 

博多大橋  福岡 fuji20649 

柏ケ根橋  岐阜 fuji48784 

柏井橋   茨城 fuji48889 

柏貴橋（柏木橋）  

滋賀 fuji27920 

柏橋    和歌 fuji34067 

柏原橋   鹿児 fuji13084 

柏原橋   静岡 fuji28652 

柏原避溢橋 滋賀 fuji41411 

柏跨線橋  千葉 fuji52842 

柏大橋   千葉 fuji52529 

柏尾橋   静岡 fuji37723 

柏尾橋   長野 fuji03376 

柏尾川橋  神奈 fuji33654 

柏尾大橋  三重 fuji22335 

柏木橋   高知 fuji30897 

柏木橋   埼玉 fuji19126 

柏木橋   福島 fuji32215 

柏木橋   北海 fuji49743 

柏木橋（柏貴橋）  

滋賀 fuji27920 

柏木川橋  北海 fuji52658 

柏木第一橋 神奈 fuji52868 

柏木第二橋 神奈 fuji52869 



 １２５ 

柏野橋   三重 fuji34946 

柏野橋   大阪 fuji07514 

柏野跨線橋 三重 fuji51455 

柏葉橋   神奈 fuji20703 

柏葉橋   青森 fuji39857 

柏梨田橋  兵庫 fuji34064 

泊橋    秋田 fuji47779 

泊橋    大分 fuji30876 

泊高橋   沖縄 fuji00542 

泊生橋   北海 fuji35878 

泊川橋   青森 fuji17156 

泊内橋   北海 fuji51592 

白井河原橋 山梨 fuji40097 

白井橋   群馬 fuji03546 

白井橋   神奈 fuji30270 

白井橋   千葉 fuji53034 

白井橋   北海 fuji52663 

白井橋（大宮橋）  

群馬 fuji01766 

白井沢橋  静岡 fuji20356 

白井谷橋  富山 fuji31434 

白井浜橋  山口 fuji16910 

白羽橋   静岡 fuji41719 

白雲橋   京都 fuji09864 

白雲橋   三重 fuji22532 

白雲橋   滋賀 fuji00649 

白雲橋   北海 fuji42216 

白猿橋   岩手 fuji53747 

白王橋   愛媛 fuji37779 

白王橋   高知 fuji50448 

白河橋   新潟 fuji50554 

白河橋   福島 fuji38890 

白華橋   北海 fuji43069 

白岳１号橋  長野 fuji37335 

白岳２号橋  長野 fuji37336 

白岳橋   大分 fuji22590 

白楽橋   神奈 fuji20339 

白楽橋   北海 fuji49700 

白樺橋   北海 fuji37514 

白岩橋   宮城 fuji02700 

白岩橋   熊本 fuji43944 

白岩橋   群馬 fuji41846 

白岩橋   大分 fuji11253 

白岩橋   栃木 fuji42869 

白岩桟道  新潟 fuji43833 

白岩川橋  富山 fuji10929 

白旗（幡）橋 宮城 fuji29114 

白旗橋   東京 fuji15576 

白旗橋   栃木 fuji15116 

白旗川橋  千葉 fuji12464 

白旗陸橋  神奈 fuji43820 

白鬼女橋（白川橋）  

福井 fuji01899 

白亀橋   大分 fuji03670 

白魚橋   長崎 fuji27129 

白魚橋   東京 fuji01220 

白橋（松川橋） 長野 fuji06407 

白金橋   沖縄 fuji10385 

白金橋   岩手 fuji35110 

白金橋   北海 fuji46268 

白金跨線人道橋  

東京 fuji18415 

白金桟道橋 東京 fuji24505 

白金大橋  北海 fuji44999 

白金沢第一号橋  

北海 fuji32537 

白金沢第五号橋  

北海 fuji32541 

白金沢第三号橋  

北海 fuji32539 

白金沢第四号橋  

北海 fuji32540 

白金沢第二号橋 

 北海 fuji32538 

白金立体交差橋  

福岡 fuji51704 

白銀橋   山形 fuji25548 

白銀橋   神奈 fuji41960 

白銀橋   栃木 fuji44746 

白銀橋   北海 fuji52289 

白銀橋（銀水橋）  

福岡 fuji25191 

白駒橋（登波離橋）  

長野 fuji04795 

白狐橋   群馬 fuji45913 

白口川橋  福岡 fuji39954 

白江橋   長野 fuji35534 

白江大橋  石川 fuji26274 

白糠橋   北海 fuji35415 

白糠跨線橋 北海 fuji46851 

白紅橋   京都 fuji37030 

白根橋   新潟 fuji33504 

白根川水路橋 山口 fuji14558 

白砂橋   長崎 fuji21815 

白砂橋   北海 fuji38977 

白坂橋   宮城 fuji02298 

白崎橋   新潟 fuji52431 

白鷺橋   岐阜 fuji35441 

白鷺橋   熊本 fuji45814 

白鷺橋   山形 fuji34667 

白鷺橋   大阪 fuji43899 

白鷺橋   東京 fuji32562 

白鷺橋   兵庫 fuji24549 

白山橋   香川 fuji15187 

白山橋   佐賀 fuji28113 

白山橋   三重 fuji46206 

白山橋   山口 fuji21256 

白山橋   新潟 fuji08082 

白山橋   神奈 fuji32800 

白山橋   北海 fuji38971 

白山橋（→花田橋）  

山梨 fuji32360 

白子橋   埼玉 fuji21598 

白糸橋   秋田 fuji07348 

白糸橋   神奈 fuji19804 

白糸橋   福島 fuji43565 

白糸橋   北海 fuji41342 

白糸川橋  神奈 fuji16133 

白蛇通跨線橋 青森 fuji49050 

白手橋   大分 fuji03397 

白沼大橋  石川 fuji28175 

白新橋   鹿児 fuji18162 

白新線跨線線路橋  

新潟 fuji44812 

白新田橋  長崎 fuji07965 

白新明橋  神奈 fuji43821 

白人橋   北海 fuji50149 

白仁田橋  長崎 fuji07966 

白水橋   愛媛 fuji41446 

白水橋   山口 fuji27336 

白水橋   大分 fuji07659 

白水橋   北海 fuji47246 

白水川橋  山形 fuji02994 

白水川橋  鳥取 fuji16251 

白瀬橋   京都 fuji08477 

白瀬橋   石川 fuji36505 

白石橋   茨城 fuji49073 

白石橋   岡山 fuji00708 

白石橋   高知 fuji53150 

白石橋   山梨 fuji40737 

白石橋   秋田 fuji43556 

白石橋   青森 fuji06096 

白石橋   石川 fuji38297 

白石橋   徳島 fuji44356 

白石橋   和歌 fuji29289 

白石跨線橋 北海 fuji40183 

白石川橋  岡山 fuji06333 

白石川橋  宮城 fuji05180 

白石川橋  北海 fuji34656 

白石大橋  宮城 fuji02693 

白雪橋   秋田 fuji06683 

白雪橋   北海 fuji36495 

白雪川橋  秋田 fuji16189 

白川サイホン水管橋  

群馬 fuji52377 

白川橋   愛知 fuji30039 

白川橋   京都 fuji00387 

白川橋   群馬 fuji44464 

白川橋   埼玉 fuji20747 

白川橋   山形 fuji04956 

白川橋   滋賀 fuji03333 

白川橋   鹿児 fuji24220 

白川橋   東京 fuji32644 

白川橋   徳島 fuji26540 

白川橋   奈良 fuji43231 

白川橋(←思案橋)  

熊本 fuji05098 

白川橋（しらいかわ橋）  

北海 fuji52520 

白川橋（白鬼女橋） 

 福井 fuji01899 

白川橋（飛泉橋）  

岐阜 fuji39696 

白川戸橋  埼玉 fuji35742 

白川取水路橋 北海 fuji51513 

白川水源石橋 熊本 fuji07041 

白川大橋  奈良 fuji44834 

白倉橋   埼玉 fuji26905 

白倉橋   山形 fuji42701 

白滝橋   愛媛 fuji32749 

白滝橋   高知 fuji29513 

白滝橋   埼玉 fuji13959 

白滝橋   新潟 fuji51961 

白滝橋   大分 fuji11892 

白滝橋   北海 fuji40188 

白滝沢橋  北海 fuji53238 

白滝湧別川橋 北海 fuji20969 

白沢橋   宮城 fuji02302 

白沢橋   山梨 fuji41385 

白沢橋   青森 fuji03210 

白沢跨線橋 秋田 fuji48325 

白沢川橋  岩手 fuji22859 

白沢川橋  宮城 fuji22863 

白谷橋   岐阜 fuji37720 

白谷橋   島根 fuji28734 

白谷川橋  岐阜 fuji21145 

白地橋   徳島 fuji47150 

白地橋（→三好橋）  

徳島 fuji19078 

白鳥（大）橋 岐阜 fuji36869 

白鳥の池橋 福岡 fuji37149 

白鳥橋   愛知 fuji10821 

白鳥橋   岩手 fuji23909 

白鳥橋   岐阜 fuji38448 

白鳥橋   滋賀 fuji45757 

白鳥橋   鹿児 fuji17755 

白鳥橋   東京 fuji10791 

白鳥橋   北海 fuji36305 

白鳥橋（←大滝橋）  

埼玉 fuji13719 

白鳥川橋  岩手 fuji49053 

白鳥川橋  徳島 fuji08486 

白鳥川避溢橋   fuji46049 

白津橋   鹿児 fuji15884 

白津狩橋  北海 fuji48690 

白塚橋   千葉 fuji28602 

白塚川橋  千葉 fuji12468 

白鶴橋   長野 fuji19095 

白田橋   大分 fuji19882 

白田切橋  新潟 fuji44971 

白田川橋  静岡 fuji32157 

白田第一高架橋  

静岡 fuji41477 

白土橋   京都 fuji34507 

白島避溢橋 静岡 fuji53652 

白東橋   北海 fuji38090 

白内橋   秋田 fuji42141 

白萩橋   岐阜 fuji04466 

白萩橋   神奈 fuji47090 

白幡架道橋 宮城 fuji53591 

白幡橋   宮城 fuji04741 

白幡橋   埼玉 fuji18170 

白幡橋   神奈 fuji33820 

白幡高架橋 神奈 fuji50388 

白髪橋   大阪 fuji08213 

白髪淵橋  香川 fuji26145 

白反架道橋 東京 fuji45135 

白板橋   長野 fuji14352 

白髭橋   神奈 fuji19686 

白浜橋   宮崎 fuji49423 

白淵橋   熊本 fuji07804 

白方橋   香川 fuji51497 

白豊橋   北海 fuji50104 

白妙橋   東京 fuji17534 

白木橋   佐賀 fuji21654 

白木橋   鹿児 fuji41804 

白木橋（→仲好橋）  

熊本 fuji12772 

白柳橋（→柳瀬橋）  

徳島 fuji17146 

白竜橋   富山 fuji29614 

白竜橋   北海 fuji43072 

白龍橋   富山 fuji05250 

白蓮橋   山形 fuji04657 

白老橋   北海 fuji33830 

白籏橋   東京 fuji04357 

白鬚橋   宮崎 fuji52029 

白鬚橋   大阪 fuji02831 

白鬚橋   東京 fuji13647 

白鬚通り架道橋  

東京 fuji50241 

粕掛橋   大分 fuji32870 

粕川橋   岐阜 fuji09398 

粕川橋   宮城 fuji15147 

粕川橋   群馬 fuji20008 

粕川大橋  宮城 fuji16988 

粕野橋   宮崎 fuji23570 

薄衣橋（北上大橋）  

岩手 fuji28987 

薄根橋   群馬 fuji04756 

薄根川橋  群馬 fuji18577 

薄市橋   青森 fuji31225 

薄場（葉）橋 熊本 fuji25498 

薄川橋   長野 fuji07886 

薄波橋   岐阜 fuji13772 

薄波橋   富山 fuji30771 

薄別橋   北海 fuji28344 

薄木橋   宮城 fuji02972 

薄木橋   鹿児 fuji21518 

薄木橋   大分 fuji02599 

薄野橋   岐阜 fuji34006 

薄葉橋（野山橋）  

栃木 fuji04522 

迫間橋   熊本 fuji01121 

迫間橋   鹿児 fuji20463 

迫橋    宮城 fuji50650 

迫橋    島根 fuji49352 

迫川橋   宮城 fuji06028 



 １２６ 

迫田橋   鹿児 fuji15145 

迫田川橋  山口 fuji23044 

曝井橋   埼玉 fuji26456 

爆竹橋   山口 fuji00922 

麦山橋   東京 fuji36798 

麦田橋   鹿児 fuji34998 

麦田橋   神奈 fuji20704 

麦島架道橋 富山 fuji19381 

函越橋   北海 fuji52994 

箱ケ瀬橋  福井 fuji06143 

箱岩川橋  新潟 fuji13382 

箱根タ－ンパイク２号橋  

神奈 fuji46933 

箱根タ－ンパイク起点高架橋 

神奈 fuji47411 

箱根タ－ンパイク第一橋 

神奈 fuji46752 

箱根タ－ンパイク第三橋  

神奈 fuji46670 

箱根バイパス終点跨道橋  

神奈 fuji42031 

箱根観光会館入口の橋  

神奈 fuji34486 

箱根登山橋 神奈 fuji45303 

箱崎橋   東京 fuji01947 

箱畳沢橋  長野 fuji11728 

箱石一の橋 岩手 fuji33473 

箱石橋   岩手 fuji18059 

箱石四の橋 岩手 fuji33475 

箱石二の橋 岩手 fuji33474 

箱川中央線四号橋  

長野 fuji37563 

箱川中央線二号橋  

長野 fuji22627 

箱島橋   群馬 fuji32146 

箱淵橋   宮城 fuji03516 

箸蔵橋   徳島 fuji11115 

箸町橋   熊本 fuji45816 

箸別跨線橋 北海 fuji45480 

箸木橋   宮城 fuji39455 

筈巻橋   京都 fuji30655 

筈繰橋   大阪 fuji33761 

筈畑川橋  山口 fuji10232 

筈保橋   大阪 fuji28285 

筈木橋   静岡 fuji12688 

幡屋川橋  島根 fuji14203 

幡渓橋   北海 fuji39177 

幡見橋   岡山 fuji03089 

幡見陸橋  岡山 fuji19434 

幡生橋   山口 fuji51685 

幡谷橋   宮城 fuji33729 

幡谷橋   群馬 fuji45264 

幡竜橋   青森 fuji06082 

幡竜橋（→由利橋）  

秋田 fuji02866 

幡龍橋   青森 fuji24656 

畑ケ瀬橋  和歌 fuji23515 

畑の前橋（←慶雲寺橋）  

愛媛 fuji46561 

畑屋橋   長野 fuji22624 

畑間島橋  静岡 fuji33021 

畑橋    熊本 fuji04428 

畑橋    福岡 fuji27363 

畑坂橋   三重 fuji03328 

畑出橋   和歌 fuji39261 

畑瀬橋   佐賀 fuji27127 

畑瀬橋   兵庫 fuji12160 

畑瀬大橋  兵庫 fuji27039 

畑川橋   宮城 fuji50511 

畑川橋   京都 fuji12047 

畑川橋   埼玉 fuji15161 

畑川橋   鹿児 fuji26501 

畑第二架道橋 千葉 fuji49606 

畑沢橋   青森 fuji04055 

畑沢川橋  千葉 fuji12082 

畑谷一号橋 秋田 fuji44439 

畑谷橋   福岡 fuji31459 

畑谷尻橋  鳥取 fuji27314 

畑中橋   宮崎 fuji52236 

畑中橋   宮城 fuji02082 

畑中橋   栃木 fuji39612 

畑貯水池水管橋  

福岡 fuji33800 

畑田橋   青森 fuji39191 

畑田橋   大阪 fuji43712 

畑田高架橋 大阪 fuji44015 

畑田避溢橋 大阪 fuji43711 

畑田輪橋  島根 fuji44350 

畑島橋   北海 fuji31212 

畑平橋   大分 fuji07660 

畑木川橋  岡山 fuji22568 

八ケ橋   山梨 fuji08083 

八ケ郷川橋  岡山 fuji17970 

八ケ荘橋  大阪 fuji28685 

八ケ代橋  鹿児 fuji17760 

八ケ谷橋  徳島 fuji10884 

八つ橋   京都 fuji38325 

八ツ橋   大阪 fuji17327 

八ツ橋   北海 fuji41601 

八ツ股橋    fuji12870 

八ツ口橋  新潟 fuji52304 

八ツ山橋  三重 fuji31559 

八ツ山橋  東京 fuji01851 

八ツ山跨線線路橋  

東京 fuji24585 

八ツ場橋  群馬 fuji23134 

八ツ場大橋  群馬 fuji24501 

八ツ場二号橋 群馬 fuji50864 

八ツ沢川橋  山形 fuji16197 

八ツ津橋  宮城 fuji02284 

八ツ島橋  埼玉 fuji23524 

八ツ道越谷架道橋  

埼玉 fuji49812 

八ツ又橋  岐阜 fuji02569 

八ツ目堀橋  山形 fuji23924 

八ツ矢橋  岩手 fuji07483 

八つ矢跨線橋 石川 fuji53314 

八の橋   北海 fuji22493 

八ノ坪橋   兵庫 fuji15436 

八雲橋   京都 fuji35993 

八雲橋   香川 fuji07792 

八雲橋   三重 fuji38463 

八雲橋   島根 fuji06195 

八雲橋   東京 fuji25554 

八雲橋   栃木 fuji14119 

八雲橋   兵庫 fuji11108 

八雲橋   北海 fuji41162 

八雲跨線橋 北海 fuji51033 

八雲第一架道橋  

大阪 fuji39085 

八雲第一南架道橋  

大阪 fuji39087 

八雲第一北架道橋  

大阪 fuji47134 

八雲第五架道橋  

大阪 fuji38027 

八雲第七架道橋  

大阪 fuji39081 

八雲第二架道橋  

大阪 fuji39084 

八雲第八架道橋  

大阪 fuji39089 

八雲第六架道橋  

大阪 fuji39086 

八雲町第４橋 大阪 fuji37822 

八雲町第５橋 大阪 fuji37823 

八雲町第一高架橋  

大阪 fuji47362 

八雲町第一南架道橋  

大阪 fuji47361 

八雲町第三高架橋  

大阪 fuji46973 

八雲町第四高架橋  

大阪 fuji46972 

八雲町第七高架橋  

大阪 fuji47365 

八雲町第二高架橋  

大阪 fuji47363 

八雲町第八高架橋  

大阪 fuji47366 

八雲町第六高架橋  

大阪 fuji47364 

八塩橋   群馬 fuji25945 

八塩橋   栃木 fuji24316 

八王子街道架道橋  

神奈 fuji18625 

八王子橋  愛知 fuji44531 

八王子川橋 滋賀 fuji51826 

八王寺橋  新潟 fuji23597 

八乙女橋  宮城 fuji53464 

八家川橋  兵庫 fuji16749 

八箇庄橋（→南今）  

大阪 fuji33764 

八海橋   山口 fuji04906 

八海橋   新潟 fuji17622 

八角橋   神奈 fuji20577 

八巻橋   北海 fuji39600 

八間橋   埼玉 fuji38281 

八間橋   長野 fuji44329 

八間橋   北海 fuji46883 

八間樋橋  群馬 fuji48890 

八間堀橋  新潟 fuji14522 

八間堀川橋（幸谷橋）  

茨城 fuji37850 

八橋    秋田 fuji45907 

八熊橋   愛知 fuji21169 

八熊跨線橋 愛知 fuji34417 

八景橋   宮城 fuji02501 

八景橋   神奈 fuji45316 

八景橋   青森 fuji08513 

八景橋   北海 fuji42819 

八月橋   北海 fuji38827 

八月沢三号橋 北海 fuji43401 

八月沢二号橋 北海 fuji42069 

八剣橋   東京 fuji39489 

八剣第一高架橋  fuji46389 

八剣第二高架橋  fuji46390 

八軒架道橋 福島 fuji44290 

八軒第一号橋 北海 fuji43426 

八軒堀川橋 茨城 fuji12879 

八戸橋   茨城 fuji33995 

八戸橋 宮崎 fuji43046 

八戸川橋  島根 fuji22114 

八戸川水路橋 島根 fuji36810 

八口橋   島根 fuji45514 

八溝橋 福  島 fuji51939 

八溝川橋  福島 fuji07750 

八甲田大橋 青森 fuji52769 

八紘橋   神奈 fuji30837 

八紘橋（→夕照橋）  

神奈 fuji33363 

八高線乗越橋 埼玉 fuji25679 

八高線陸橋 東京 fuji19308 

八号橋   北海 fuji49896 

八号沢橋  北海 fuji41339 

八合橋   東京 fuji32343 

八左衛門橋 東京 fuji25985 

八坂橋   群馬 fuji26888 

八坂橋   千葉 fuji26920 

八坂橋   島根 fuji25114 

八坂橋   徳島 fuji20427 

八坂神社石橋 佐賀 fuji25251 

八坂神社陸橋 静岡 fuji25716 

八阪橋   静岡 fuji51672 

八山橋(坂東大橋)  

群馬 fuji04444 

八鹿橋   兵庫 fuji27956 

八鹿大橋  兵庫 fuji03184 

八七瀬橋  京都 fuji39714 

八手俣橋  三重 fuji27276 

八十橋   神奈 fuji50404 

八十橋   兵庫 fuji24085 

八十川橋  三重 fuji33228 

八十島橋  富山 fuji32812 

八十尾橋  香川 fuji12931 

八十堀橋  栃木 fuji29390 

八十里橋  新潟 fuji03028 

八重橋   京都 fuji35985 

八重橋   北海 fuji40177 

八重栗橋  愛媛 fuji15954 

八重原橋  宮崎 fuji11504 

八重洲橋  東京 fuji04533 

八重勝橋  宮城 fuji02512 

八重谷橋  福岡 fuji15657 

八重地八号橋 徳島 fuji32715 

八重畑橋（→東雲橋）  

岩手 fuji26368 

八重壁橋  宮城 fuji03816 

八重籬橋  岡山 fuji09324 

八女乙橋  宮城 fuji51226 

八城橋   熊本 fuji27452 

八条橋   埼玉 fuji22516 

八条大橋  埼玉 fuji42888 

八色橋   新潟 fuji24935 

八色大橋（浦佐橋）  

新潟 fuji44968 

八尻橋   岩手 fuji10532 

八人橋   大分 fuji32003 

八菅橋   神奈 fuji48623 

八瀬橋   宮城 fuji02690 

八瀬沼橋  宮城 fuji02731 

八瀬川橋  群馬 fuji19300 

八瀬川放水路橋  

群馬 fuji19302 

八瀬川用水橋 群馬 fuji11612 

八瀬大橋  京都 fuji29685 

八瀬尾橋  鹿児 fuji40326 

八畝間橋  長崎 fuji11525 

八勢橋   熊本 fuji01433 

八勢小橋  熊本 fuji01434 

八勢水路橋 熊本 fuji01036 

八石橋   愛知 fuji20498 

八仙橋   広島 fuji22397 

八千代橋  岡山 fuji28892 

八千代橋  岩手 fuji26824 

八千代橋  岐阜 fuji50722 

八千代橋  佐賀 fuji15011 

八千代橋  三重 fuji07187 

八千代橋  山形 fuji27809 

八千代橋  滋賀 fuji08870 

八千代橋  新潟 fuji42159 

八千代橋  神奈 fuji09885 

八千代橋  静岡 fuji23196 

八千代橋  千葉 fuji49971 

八千代橋  大阪 fuji29045 

八千代橋  長崎 fuji14421 

八千代橋  鳥取 fuji01884 

八千代橋  島根 fuji27981 



 １２７ 

八千代橋  徳島 fuji16412 

八千代橋  福井 fuji41688 

八千代橋  福島 fuji04699 

八千代橋  北海 fuji12178 

八千代橋（→文化橋）  

群馬 fuji16374 

八千代橋（芝浦第三鉄橋）  

東京 fuji16854 

八線橋   北海 fuji31763 

八蔵橋   東京 fuji23724 

八束橋   北海 fuji52985 

八多橋   徳島 fuji34970 

八太橋   三重 fuji05273 

八代橋   山梨 fuji27255 

八代川（屋代川）橋  

兵庫 fuji11243 

八沢橋   宮城 fuji04090 

八沢橋   長野 fuji01465 

八沢川橋  群馬 fuji17268 

八沢川橋  長野 fuji12025 

八谷橋   岐阜 fuji49112 

八知山橋  三重 fuji22331 

八柱霊園橋 千葉 fuji28355 

八丁橋   香川 fuji43010 

八丁橋   埼玉 fuji45611 

八丁橋   山梨 fuji23408 

八丁橋（日野橋）  

長野 fuji24484 

八丁松原跨線橋  

大阪 fuji49868 

八丁大橋  大阪 fuji19408 

八丁通架道橋 愛知 fuji45699 

八丁平橋  長野 fuji50266 

八丁堀橋  東京 fuji22008 

八通八橋  東京 fuji21795 

八天神社眼鏡橋  

佐賀 fuji01115 

八田橋   高知 fuji35615 

八田橋   島根 fuji48576 

八田橋   富山 fuji47837 

八田橋   福島 fuji48733 

八田跨線橋   fuji29075 

八田江橋  佐賀 fuji46007 

八田大橋  秋田 fuji53753 

八斗島船橋（→坂東大橋）  

群馬 fuji06572 

八東橋   鳥取 fuji38486 

八東川橋  鳥取 fuji15106 

八道淵橋  福岡 fuji38524 

八日市橋  大分 fuji17597 

八日市橋  鳥取 fuji41017 

八日町橋  宮崎 fuji29794 

八幡一号橋 香川 fuji46240 

八幡運河橋 千葉 fuji43197 

八幡下橋  香川 fuji53707 

八幡架道橋 東京 fuji19319 

八幡架道橋 福岡 fuji48116 

八幡架道橋 福島 fuji50535 

八幡街道陸橋 和歌 fuji08712 

八幡橋   愛知 fuji21558 

八幡橋   愛媛 fuji09523 

八幡橋   茨城 fuji30077 

八幡橋   岡山 fuji03088 

八幡橋   岐阜 fuji11823 

八幡橋   宮城 fuji02735 

八幡橋   京都 fuji18809 

八幡橋   熊本 fuji11958 

八幡橋   群馬 fuji24881 

八幡橋   広島 fuji02014 

八幡橋   香川 fuji16029 

八幡橋   高知 fuji18869 

八幡橋   佐賀 fuji06206 

八幡橋   埼玉 fuji02534 

八幡橋   三重 fuji27918 

八幡橋   山形 fuji07825 

八幡橋   滋賀 fuji06975 

八幡橋   鹿児 fuji07437 

八幡橋   秋田 fuji38392 

八幡橋   新潟 fuji33207 

八幡橋   神奈 fuji05240 

八幡橋   青森 fuji38384 

八幡橋   静岡 fuji10087 

八幡橋   石川 fuji42731 

八幡橋   千葉 fuji41213 

八幡橋   長崎 fuji05948 

八幡橋   長野 fuji10813 

八幡橋   鳥取 fuji30352 

八幡橋   島根 fuji28128 

八幡橋   東京 fuji02326 

八幡橋   徳島 fuji22644 

八幡橋   奈良 fuji52282 

八幡橋   富山 fuji28255 

八幡橋   福島 fuji35730 

八幡橋   北海 fuji31213 

八幡橋   和歌 fuji08218 

八幡橋（鶴亀橋）  

兵庫 fuji05121 

八幡跨線橋 岡山 fuji22149 

八幡所橋  山口 fuji05328 

八幡神社橋 石川 fuji44488 

八幡水路橋 大阪 fuji23841 

八幡瀬橋  徳島 fuji07528 

八幡川橋  広島 fuji24816 

八幡川橋  山口 fuji08999 

八幡川橋  鹿児 fuji25804 

八幡川橋  石川 fuji40224 

八幡台橋  埼玉 fuji15478 

八幡大橋  岐阜 fuji39059 

八幡大橋  宮城 fuji52063 

八幡大橋（木津川大橋）  

京都 fuji48154 

八幡沢橋  長野 fuji11312 

八幡中橋  香川 fuji50609 

八幡堂橋  宮城 fuji02273 

八幡二号橋 香川 fuji39393 

八幡平橋  秋田 fuji38389 

八幡北橋  福島 fuji07489 

八幡陸橋  福岡 fuji36939 

八幡陸橋架道橋  

和歌 fuji08694 

八反架道橋 神奈 fuji44964 

八反橋   茨城 fuji29181 

八反橋   岡山 fuji10839 

八反川橋  福島 fuji33484 

八反田橋  岡山 fuji24146 

八反田橋  熊本 fuji10965 

八反田川橋 滋賀 fuji05781 

八反田川橋 福島 fuji23933 

八反目橋  東京 fuji21081 

八帆入川橋 福島 fuji33163 

八番橋   宮城 fuji02516 

八番橋   北海 fuji31762 

八尾跨線橋 大阪 fuji29044 

八尾大橋  奈良 fuji24772 

八百津橋  岐阜 fuji16509 

八百津大橋（錦織橋）  

岐阜 fuji33018 

八敷代橋  山形 fuji33599 

八敷代川橋 山形 fuji09868 

八風橋   三重 fuji39076 

八方原橋  山口 fuji28763 

八房橋   鹿児 fuji13087 

八面橋   徳島 fuji35300 

八木間橋  滋賀 fuji45182 

八木橋   新潟 fuji01296 

八木郷橋  埼玉 fuji24321 

八木戸橋  三重 fuji16733 

八木跨線橋 広島 fuji52966 

八木山橋  宮城 fuji22664 

八木山橋  宮城 fuji47188 

八木人道橋 千葉 fuji09284 

八木川橋  北海 fuji42099 

八木川大橋 兵庫 fuji40914 

八木大橋（→大堰橋）  

京都 fuji11216 

八木沢橋  静岡 fuji51068 

八木沢橋  長野 fuji53794 

八木沢橋  福島 fuji37011 

八木谷橋  兵庫 fuji48403 

八木谷第三橋（矢井原橋）  

兵庫 fuji48644 

八木谷第二橋（蛇淵橋）  

兵庫 fuji48566 

八木田橋  福島 fuji12587 

八木田跨線橋 青森 fuji45105 

八木尾橋  和歌 fuji37735 

八竜橋   秋田 fuji06900 

八龍橋   秋田 fuji03267 

八鈴橋   北海 fuji52665 

八郎ケ野橋  鹿児 fuji33633 

八郎潟水門橋 秋田 fuji48025 

八郎橋   長崎 fuji02380 

八郎橋   奈良 fuji35214 

八郎川橋  秋田 fuji13330 

八枡橋   京都 fuji35247 

鉢山橋   大分 fuji31624 

鉢地橋   愛知 fuji23201 

発寒橋   北海 fuji32624 

発寒川橋  北海 fuji51604 

発祥橋   広島 fuji23260 

発足橋   北海 fuji48265 

発足大橋  北海 fuji48689 

発電所前桟橋 山形 fuji51233 

髪剃橋   岐阜 fuji19697 

筏橋    岐阜 fuji01064 

筏橋    佐賀 fuji30663 

筏橋    青森 fuji11363 

筏橋    長野 fuji03611 

筏橋    兵庫 fuji37824 

筏場眼鏡橋 大分 fuji00994 

筏場橋（→君ケ代橋）  

群馬 fuji03000 

筏川橋   愛知 fuji43285 

筏津橋   高知 fuji37361 

鳩ヶ谷大橋  埼玉 fuji46333 

鳩ノ巣橋   東京 fuji19655 

鳩の巣橋  東京 fuji22709 

鳩ノ里小橋  東京 fuji36856 

鳩岡橋   青森 fuji40189 

鳩胸橋   熊本 fuji02852 

鳩川橋   山梨 fuji47851 

鳩川橋   神奈 fuji15923 

鳩川大橋  山梨 fuji47850 

鳩谷橋（→小谷橋）  

岐阜 fuji34169 

塙大橋   福島 fuji53601 

蛤橋    東京 fuji31287 

隼人川橋  滋賀 fuji25359 

隼人堀橋  埼玉 fuji08327 

伴造川橋  愛媛 fuji50797 

判田橋   大分 fuji50324 

半ケ谷橋  神奈 fuji50396 

半ケ谷跨線道路橋  

神奈 fuji43242 

半の沢橋  長野 fuji44753 

半屋橋   広島 fuji15493 

半家橋   高知 fuji41448 

半在家橋  福島 fuji48735 

半坂橋   広島 fuji50773 

半次郎橋  三重 fuji44541 

半杓橋   福井 fuji21397 

半出来橋  群馬 fuji26873 

半場架道橋 静岡 fuji35360 

半場川橋  島根 fuji36528 

半場陸橋  静岡 fuji27640 

半川橋   鳥取 fuji04828 

半造橋   長崎 fuji01362 

半池の橋  岡山 fuji00388 

半田橋   愛知 fuji15234 

半田橋   広島 fuji18121 

半田橋   島根 fuji01653 

半田橋   徳島 fuji22577 

半田高橋  徳島 fuji25763 

半田川橋  徳島 fuji13423 

半縄橋   埼玉 fuji34802 

半入橋（→胆沢川橋）  

岩手 fuji27386 

半平橋   埼玉 fuji46574 

反橋    福岡 fuji06658 

反場橋   福島 fuji14243 

反町橋   神奈 fuji20700 

反町閘門橋 茨城 fuji08641 

反長橋   兵庫 fuji18819 

反田橋   岡山 fuji14371 

反田橋   福島 fuji12105 

反田橋（←椹沢橋）  

山形 fuji25457 

反土橋   鳥取 fuji05910 

反保橋   岐阜 fuji35681 

反甫橋   富山 fuji21390 

帆山橋（→日野橋）  

福井 fuji20344 

帆山橋（←両郡橋）  

福井 fuji07170 

斑蛇口橋  熊本 fuji20486 

斑目橋   神奈 fuji23993 

板井原橋  鳥取 fuji51309 

板井手橋  鹿児 fuji16601 

板井手橋  長崎 fuji04851 

板井畑橋  大分 fuji39645 

板屋ケ瀬橋  奈良 fuji03929 

板屋橋   愛媛 fuji07723 

板屋橋   大阪 fuji19947 

板屋橋   福岡 fuji26338 

板屋問沢橋 長野 fuji45170 

板貝川橋  新潟 fuji17296 

板垣橋   福井 fuji07383 

板滑橋   宮城 fuji03230 

板橋    長野 fuji25476 

板橋    東京 fuji00933 

板橋    北海 fuji50173 

板橋街道跨線橋  

東京 fuji19473 

板橋跨線橋 東京 fuji19520 

板橋川橋  長野 fuji26640 

板橋中央陸橋 東京 fuji44854 

板橋陸橋  神奈 fuji26519 

板穴橋   栃木 fuji35738 

板見橋   島根 fuji05321 

板原橋   大阪 fuji28284 

板所橋   岐阜 fuji37564 

板場橋   大分 fuji29856 

板倉排水橋 群馬 fuji21001 

板沢橋   秋田 fuji49775 

板谷大橋  福島 fuji46688 

板築橋   静岡 fuji03317 

板庭橋   福島 fuji12110 

板田橋   宮崎 fuji00379 



 １２８ 

板島橋   愛媛 fuji29790 

板島橋   長野 fuji13726 

板樋橋   長崎 fuji22728 

板尾大橋  和歌 fuji36883 

板鼻橋   群馬 fuji00334 

板鼻跨線橋 群馬 fuji39915 

板敷橋   沖縄 fuji00087 

板野橋   愛媛 fuji48971 

板野橋   徳島 fuji23267 

板櫃橋   福岡 fuji24197 

板櫃川橋  福岡 fuji06355 

班渓橋   北海 fuji22700 

畔ノ川橋   高知 fuji17171 

畔切橋   福岡 fuji31721 

繁栄橋   大阪 fuji45779 

繁栄橋   東京 fuji21104 

繁根木川橋 熊本 fuji06284 

繁森川橋  愛知 fuji03908 

繁藤橋   高知 fuji06756 

繁野橋   大阪 fuji27761 

般若寺橋  神奈 fuji29215 

般石一号橋 香川 fuji25166 

範多橋   東京 fuji22021 

釆女橋   東京 fuji02099 

飯井川橋  山口 fuji17995 

飯一号橋  福島 fuji18566 

飯詰橋   青森 fuji10036 

飯見橋   兵庫 fuji26309 

飯江川橋  福岡 fuji29149 

飯綱橋   山形 fuji53597 

飯高大橋  三重 fuji43227 

飯山下舟橋（→中央橋）  

長野 fuji36026 

飯山橋   石川 fuji28635 

飯沼橋   長野 fuji03604 

飯沼避溢橋 千葉 fuji12466 

飯森神社参道橋  

長崎 fuji14420 

飯盛橋   愛知 fuji18989 

飯積橋   愛媛 fuji33414 

飯川橋   宮城 fuji12856 

飯泉橋   神奈 fuji19213 

飯泉高架橋 神奈 fuji53429 

飯前場橋  長野 fuji39053 

飯村橋   滋賀 fuji26303 

飯沢橋（→大雄橋）  

神奈 fuji18778 

飯谷橋   徳島 fuji29787 

飯塚橋   山形 fuji49237 

飯塚橋   新潟 fuji04706 

飯塚橋   東京 fuji35287 

飯塚橋   福岡 fuji21814 

飯田橋   宮崎 fuji27368 

飯田橋   鹿児 fuji22733 

飯田橋   静岡 fuji37445 

飯田橋   島根 fuji19826 

飯田橋   東京 fuji03007 

飯田橋   福島 fuji11277 

飯田橋   北海 fuji49751 

飯田橋（黒橋） 長野 fuji06943 

飯田橋通り架道橋  

東京 fuji18711 

飯田橋通仮橋 東京 fuji07283 

飯田橋通橋 東京 fuji07282 

飯田橋六丁目橋  

東京 fuji07281 

飯田大橋  長野 fuji53323 

飯土井橋  福島 fuji15522 

飯島橋   長野 fuji40389 

飯農橋   青森 fuji23379 

飯樋橋   福島 fuji21333 

飯尾橋   福岡 fuji29342 

飯尾川橋  徳島 fuji08489 

飯尾川第一樋門橋  

徳島 fuji35600 

飯尾川第二樋門橋  

徳島 fuji25160 

飯富橋   山梨 fuji25471 

飯母橋   鹿児 fuji32877 

飯豊橋   岩手 fuji36376 

飯豊橋   山形 fuji48726 

飯豊橋   山梨 fuji17093 

飯豊橋   青森 fuji03193 

飯豊川橋  新潟 fuji16135 

飯堀橋   栃木 fuji47448 

飯野の眼鏡橋 長崎 fuji01401 

飯野橋   宮崎 fuji06228 

飯野川橋  宮城 fuji23693 

飯梨橋   島根 fuji05077 

飯梨川橋  島根 fuji10949 

晩翠橋   栃木 fuji04523 

晩田橋   茨城 fuji46321 

晩翆橋（←那珂川定橋）  

栃木 fuji04520 

番屋橋   山梨 fuji40228 

番屋橋   福岡 fuji48982 

番屋橋   福島 fuji41000 

番屋川大橋 香川 fuji51323 

番掛架道橋 兵庫 fuji27680 

番古橋   静岡 fuji15175 

番所橋   京都 fuji50751 

番所橋   新潟 fuji29369 

番所橋   長崎 fuji01194 

番所橋   東京 fuji31077 

番所橋   富山 fuji23737 

番所橋   福岡 fuji21313 

番所橋（境橋） 佐賀 fuji41790 

番匠橋   大分 fuji05357 

番匠合川橋 岡山 fuji09926 

番匠川橋  大分 fuji15454 

番匠川水路橋 大分 fuji33606 

番匠大橋  大分 fuji43946 

番床橋   宮崎 fuji30628 

番場橋   東京 fuji36196 

番場川暗橋 神奈 fuji16305 

番田橋   鳥取 fuji34069 

番田橋   福岡 fuji19620 

番田高架橋 大阪 fuji46056 

盤ノ沢橋   北海 fuji41134 

盤の沢川橋 北海 fuji39605 

盤渓１号橋  北海 fuji48006 

盤渓６号橋  北海 fuji48870 

盤渓７号橋  北海 fuji45888 

盤渓橋   北海 fuji10722 

盤根橋   熊本 fuji02861 

盤尻橋   北海 fuji32202 

盤神小橋  宮城 fuji03261 

盤神大橋  宮城 fuji02086 

盤石橋   山口 fuji00383 

盤船橋   大阪 fuji16742 

盤滝橋   兵庫 fuji28693 

盤之沢橋  北海 fuji10249 

盤翆橋   北海 fuji40176 

磐井橋（萩荻橋）  

岩手 fuji00408 

磐井川橋  岩手 fuji06027 

磐戸橋   群馬 fuji08661 

磐根橋   福島 fuji39471 

磐根橋   兵庫 fuji01205 

磐城橋   福島 fuji30416 

磐城新橋  福島 fuji44452 

磐城舞子橋（新舞子橋）  

福島 fuji43253 

磐余橋   奈良 fuji28708 

 

… ヒ … 
 

扉橋    島根 fuji50764 

批把沢橋  長野 fuji11736 

批把島（大）橋 愛知 fuji12899 

批把島橋  愛知 fuji04896 

批把島川橋 愛知 fuji38903 

斐伊川橋  島根 fuji11655 

比宇橋   北海 fuji46834 

比丘尼橋  岡山 fuji15184 

比丘尼橋（城辺橋）  

東京 fuji21793 

比丘尼川橋 埼玉 fuji00612 

比丘尼谷川橋 熊本 fuji14214 

比恵橋   福岡 fuji26341 

比恵新橋  福岡 fuji51852 

比恵大橋  福岡 fuji46005 

比佐理橋  群馬 fuji04124 

比治山橋  広島 fuji29626 

比謝橋   沖縄 fuji00628 

比津橋   三重 fuji27284 

比土橋   三重 fuji27914 

比布橋   北海 fuji45030 

比布跨線橋 北海 fuji46881 

比布大橋  北海 fuji37916 

比文谷橋  愛知 fuji24731 

比翼橋   岡山 fuji15609 

比翼橋   北海 fuji49704 

比羅夫橋  北海 fuji09952 

比利根橋  群馬 fuji24527 

比里別橋  北海 fuji51185 

比良川橋  滋賀 fuji33758 

比和橋   宮城 fuji40351 

比和田川橋 青森 fuji02459 

肥後橋   京都 fuji18643 

肥後橋   大阪 fuji03078 

肥盥橋   滋賀 fuji44114 

避溢橋   新潟 fuji34696 

避難橋   長野 fuji24806 

避病院橋  佐賀 fuji34987 

飛ノ木橋   滋賀 fuji29773 

飛越橋   長野 fuji24796 

飛岩橋   高知 fuji53895 

飛行橋   石川 fuji29229 

飛佐橋   鹿児 fuji15023 

飛水橋   岐阜 fuji41962 

飛瀬浦橋  三重 fuji26232 

飛瀬橋   大分 fuji07112 

飛瀬土橋  大分 fuji06885 

飛生橋   北海 fuji42323 

飛石橋   大分 fuji19175 

飛石橋   福岡 fuji12171 

飛泉橋（白川橋）  

岐阜 fuji39696 

飛騨街道橋 長野 fuji50007 

飛騨川橋  岐阜 fuji08637 

飛騨谷橋  岐阜 fuji50578 

飛鳥橋   東京 fuji03701 

飛鳥橋   奈良 fuji06985 

飛鳥山下跨線人道橋  

東京 fuji17690 

飛鳥川橋  岐阜 fuji39758 

飛鳥川橋  大阪 fuji21183 

飛鳥川橋  奈良 fuji06828 

飛鳥大橋  秋田 fuji52799 

飛田橋   岩手 fuji47251 

飛田第一橋 東京 fuji50082 

飛田第三橋 東京 fuji49568 

飛田第二橋 東京 fuji48141 

飛渡川橋  新潟 fuji19369 

飛竜橋   静岡 fuji25510 

飛竜橋   北海 fuji35166 

樋ケ石橋  大分 fuji06593 

樋ケ迫橋  鹿児 fuji16427 

樋ノ元橋   岡山 fuji05570 

樋ノ口橋   宮城 fuji02686 

樋の口橋  香川 fuji48588 

樋ノ口橋   山形 fuji44447 

樋ノ口橋   山口 fuji16410 

樋の口橋  大分 fuji16572 

樋ノ池橋   兵庫 fuji16745 

樋ノ脇橋   新潟 fuji04539 

樋瓜川橋  岡山 fuji17346 

樋越橋   千葉 fuji17877 

樋掛橋   鹿児 fuji35087 

樋詰橋   埼玉 fuji42887 

樋口橋   愛知 fuji25348 

樋口橋   宮城 fuji02297 

樋口橋   熊本 fuji24456 

樋口橋   三重 fuji14846 

樋口橋   神奈 fuji18416 

樋口橋   福島 fuji49793 

樋口橋（坂下橋）  

長崎 fuji07240 

樋口第一橋 熊本 fuji08436 

樋口第二橋 熊本 fuji08437 

樋場橋   宮城 fuji40704 

樋尻橋   大阪 fuji23014 

樋沢橋   群馬 fuji25944 

樋沢橋   長野 fuji36049 

樋通橋   宮崎 fuji19743 

樋渡橋   宮城 fuji44432 

樋渡瀬橋  長崎 fuji02379 

樋渡川橋  鹿児 fuji07008 

樋道橋   佐賀 fuji25497 

樋之橋   東京 fuji23985 

樋之口橋  鹿児 fuji19191 

樋之口橋  神奈 fuji53065 

樋之口橋  千葉 fuji25978 

樋之尻橋  大阪 fuji00952 

樋之内橋  神奈 fuji51809 

樋本橋   広島 fuji35942 

樋本橋   大分 fuji16108 

樋盟橋   香川 fuji42630 

樋脇橋   宮崎 fuji26352 

樋脇橋   山口 fuji40279 

樋脇川橋  鹿児 fuji18709 

簸川橋   福岡 fuji36893 

備後橋   高知 fuji13695 

備後橋   奈良 fuji46571 

備後橋   和歌 fuji35573 

備後東谷橋 福井 fuji07645 

備前渠鉄道橋 埼玉 fuji07280 

備前橋   埼玉 fuji26903 

備前橋   大阪 fuji01573 

備前橋   鳥取 fuji04824 

備前橋   東京 fuji03284 

備前前堀橋 埼玉 fuji08332 

備前大橋（←芦田橋）  

岡山 fuji21884 

備前島橋  大阪 fuji00316 

備前嶋橋  大阪 fuji02144 

備前樋橋  岡山 fuji17969 

備前堀橋  茨城 fuji50544 

備前堀橋  埼玉 fuji08330 

尾ノ上橋   和歌 fuji31304 

尾ノ島橋   長野 fuji08849 

尾浦橋   山形 fuji01381 

尾浦橋   福岡 fuji30240 

尾曳橋   群馬 fuji34152 

尾園橋   大分 fuji30909 

尾屋橋   徳島 fuji35586 

尾花川橋  滋賀 fuji43627 



 １２９ 

尾岩橋   大分 fuji40670 

尾久橋   東京 fuji23640 

尾境石橋  徳島 fuji15138 

尾形橋   宮城 fuji09347 

尾形橋   兵庫 fuji24799 

尾形橋（←開運橋）  

宮城 fuji02958 

尾高橋   東京 fuji19341 

尾崎橋   茨城 fuji34562 

尾崎橋   高知 fuji50805 

尾崎橋   山形 fuji22222 

尾崎橋   山梨 fuji41386 

尾崎橋   鹿児 fuji14755 

尾崎橋   長崎 fuji07652 

尾崎橋   東京 fuji02109 

尾崎橋   徳島 fuji53700 

尾札部橋  北海 fuji51009 

尾札部川橋 北海 fuji18254 

尾山橋   石川 fuji28107 

尾松橋   鹿児 fuji51861 

尾上橋   京都 fuji42592 

尾上橋   三重 fuji11324 

尾上橋   兵庫 fuji16932 

尾上郷大橋（尾神橋）  

岐阜 fuji38694 

尾尻橋   徳島 fuji32447 

尾尻橋   福岡 fuji35959 

尾神橋（尾上郷大橋）  

岐阜 fuji38694 

尾西高架橋 愛知 fuji45955 

尾西避溢橋   fuji45841 

尾川橋   石川 fuji20093 

尾川橋   兵庫 fuji03345 

尾倉町橋  福岡 fuji06254 

尾沢橋   長野 fuji49486 

尾谷橋（→深角水路橋）  

宮崎 fuji01204 

尾谷川橋  徳島 fuji13421 

尾地山橋  三重 fuji37243 

尾竹橋   東京 fuji25639 

尾張橋   東京 fuji19852 

尾張大橋  愛知 fuji24511 

尾田橋   岩手 fuji00790 

尾田橋   青森 fuji32919 

尾田橋   北海 fuji46781 

尾田川橋  熊本 fuji44648 

尾島橋流失 福岡 fuji16034 

尾嶋橋   山形 fuji22223 

尾藤橋   京都 fuji19707 

尾頭橋   愛知 fuji00371 

尾堂橋   岡山 fuji06747 

尾道橋   宮崎 fuji23071 

尾道大橋  広島 fuji50892 

尾内橋   福井 fuji15924 

尾南田橋  宮城 fuji47626 

尾白橋   山梨 fuji41253 

尾白川橋  山梨 fuji39931 

尾白利加橋 北海 fuji06628 

尾駁橋   青森 fuji10776 

尾幌橋   北海 fuji42075 

尾幌第一号橋 北海 fuji45087 

尾又橋   長野 fuji36823 

尾茂小川橋 長崎 fuji04225 

尾目路橋  高知 fuji31009 

尾野瀬橋  群馬 fuji40502 

尾鈴橋   宮崎 fuji23070 

尾鈴木道橋   fuji34205 

尾鷲橋   三重 fuji47177 

尾駮橋   青森 fuji44256 

枇把の久保橋 徳島 fuji31043 

枇把島（小）橋 愛知 fuji19551 

枇把島橋  愛知 fuji00213 

枇把島高架橋 愛知 fuji45177 

枇杷島跨線橋（西）  

愛知 fuji26650 

枇杷野橋  青森 fuji45585 

毘沙門橋  岩手 fuji10858 

毘沙門橋  岐阜 fuji26293 

毘沙門橋  大分 fuji14133 

毘沙門橋  福井 fuji49277 

毘沙門橋（庚申橋）  

広島 fuji32264 

毘沙門沢橋 山形 fuji22226 

琵琶ノ沢橋  山形 fuji14490 

琵琶の沢橋（眼鏡橋）  

山形 fuji22702 

琵琶橋   埼玉 fuji26918 

琵琶橋   静岡 fuji38006 

琵琶橋   長野 fuji00443 

琵琶湖疏水日岡山隧道運河 

橋（日ノ岡第十一号橋）  

京都 fuji09596 

琵琶湖大橋 滋賀 fuji44870 

琵琶瀬橋  北海 fuji40958 

琵琶沢橋  山形 fuji21786 

琵琶野橋  埼玉 fuji29199 

眉山橋   徳島 fuji36453 

美（三）保橋 鳥取 fuji22191 

美しが丘橋  神奈 fuji50406 

美の捨橋  青森 fuji49929 

美宇橋   北海 fuji47762 

美唄橋   北海 fuji49594 

美唄川橋  北海 fuji06071 

美栄橋   沖縄 fuji00074 

美瑛橋   北海 fuji14271 

美瑛橋（→両神橋）  

北海 fuji06433 

美瑛川橋  北海 fuji08294 

美園橋   京都 fuji38020 

美園跨線橋 北海 fuji42132 

美家橋   埼玉 fuji26262 

美開橋   北海 fuji35893 

美笠橋   岐阜 fuji24990 

美甘橋   岡山 fuji13744 

美吉橋   奈良 fuji27209 

美吉野橋（三吉野橋）  

奈良 fuji15365 

美禽橋   北海 fuji09617 

美禽跨線橋 北海 fuji48473 

美九里避溢橋 群馬 fuji22910 

美恵橋   北海 fuji47227 

美恵橋（褌橋） 岐阜 fuji07636 

美原橋   群馬 fuji32334 

美国橋   北海 fuji17513 

美国橋（御国橋）  

大分 fuji25803 

美妻橋   茨城 fuji40804 

美笹橋（←笹目橋）  

埼玉 fuji30520 

美山橋   岐阜 fuji35977 

美山橋   福井 fuji42411 

美女ケ平橋（蛇木橋）  

埼玉 fuji46587 

美女橋   北海 fuji43086 

美深橋   北海 fuji15357 

美深大橋  北海 fuji25865 

美神橋   北海 fuji39163 

美垂橋   大分 fuji34777 

美晴橋（見晴橋）  

大分 fuji48065 

美生橋   熊本 fuji14423 

美生橋   北海 fuji39826 

美川橋   岡山 fuji18844 

美川橋（←何竜橋）  

石川 fuji02929 

美川大橋  愛媛 fuji48179 

美倉橋   東京 fuji02096 

美倉橋架道橋 東京 fuji23710 

美忠橋   北海 fuji23371 

美田橋   北海 fuji30982 

美田東部幹線用水橋  

栃木 fuji05400 

美都橋   北海 fuji30978 

美土里橋  北海 fuji51200 

美奈登（港）橋 愛知 fuji27663 

美奈登橋  徳島 fuji27089 

美那川橋  徳島 fuji11757 

美嚢川橋  兵庫 fuji29085 

美濃屋川橋 三重 fuji11236 

美濃加茂跨線橋   

岐阜 fuji42927 

美濃街道架道橋  

愛知 fuji45745 

美濃橋   岐阜 fuji14106 

美濃大橋（新美濃橋）  

岐阜 fuji36933 

美濃田大橋 徳島 fuji38646 

美農里橋  北海 fuji43511 

美馬橋   徳島 fuji37657 

美畑橋   北海 fuji47043 

美美川橋  北海 fuji15074 

美々津橋  宮崎 fuji25542 

美々津大橋 宮崎 fuji50133 

美浜橋   滋賀 fuji27666 

美富士橋  東京 fuji45295 

美並橋   岐阜 fuji36001 

美保橋   愛知 fuji30428 

美芳橋   東京 fuji19763 

美望橋   北海 fuji49907 

美棒橋   北海 fuji31833 

美幌橋   北海 fuji21546 

美幌跨線橋 北海 fuji42212 

美幌川橋  北海 fuji12570 

美蔓橋   北海 fuji48667 

美名瀬橋  愛媛 fuji25172 

美弥古橋  北海 fuji23091 

美矢井橋（→新橋）  

愛知 fuji08475 

美矢井橋（←青野橋）  

愛知 fuji04711 

美葉牛橋  北海 fuji21319 

美酪橋   北海 fuji51124 

美利加新橋 北海 fuji45014 

美利別橋  北海 fuji23895 

美里橋   岐阜 fuji36593 

美立下橋  神奈 fuji50395 

美留和橋  北海 fuji42190 

美良布橋  高知 fuji17150 

美浪橋   愛媛 fuji20645 

美和橋   広島 fuji24152 

鼻丸橋   宮城 fuji27389 

鼻顔橋   長野 fuji10806 

鼻高橋   群馬 fuji44066 

鼻毛橋   宮城 fuji02520 

稗田橋   岐阜 fuji48390 

稗田橋   宮城 fuji02265 

稗田橋（←長瀬橋）  

岐阜 fuji30556 

稗之尾眼鏡橋 長崎 fuji11176 

匹見川橋  島根 fuji16631 

彦山橋   長崎 fuji25207 

彦山川橋  福岡 fuji07258 

彦谷橋   三重 fuji42282 

彦島橋   山口 fuji30407 

膝折橋   宮城 fuji18957 

菱形橋（砂走川橋）  

滋賀 fuji40597 

菱沼橋   福島 fuji40043 

菱川都計橋 京都 fuji43983 

菱池橋   愛知 fuji29739 

菱池橋   香川 fuji18243 

菱池川橋  高知 fuji18312 

菱田橋   鹿児 fuji06566 

菱田橋   新潟 fuji02666 

菱内橋   岩手 fuji10668 

菱木橋   茨城 fuji35735 

菱里橋   新潟 fuji36502 

菱里校橋  新潟 fuji41513 

桧原川橋  山形 fuji13829 

桧山橋   島根 fuji25823 

桧川橋   京都 fuji05759 

桧川橋   青森 fuji03208 

桧沢橋   福島 fuji08069 

桧尾川橋  愛媛 fuji22722 

桧尾川橋  大阪 fuji51460 

桧木橋   青森 fuji03217 

姫の子橋  宮城 fuji39457 

姫井橋（馬橋） 熊本 fuji17729 

姫宮橋   広島 fuji46471 

姫宮橋   埼玉 fuji08329 

姫栗橋   岐阜 fuji42926 

姫原橋   岡山 fuji26119 

姫松橋   大阪 fuji36276 

姫沼橋   鳥取 fuji47918 

姫城橋   宮崎 fuji31822 

姫川橋   新潟 fuji03677 

姫川橋   長野 fuji10874 

姫川橋   福島 fuji13770 

姫川橋   北海 fuji09622 

姫川橋第一避溢橋  

新潟 fuji12895 

姫川橋第二避溢橋  

新潟 fuji12896 

姫川大橋  新潟 fuji49626 

姫川林道橋 北海 fuji47038 

姫殿橋   鳥取 fuji26111 

姫東橋   広島 fuji49372 

姫之橋   東京 fuji30220 

姫能橋   徳島 fuji42262 

百貫橋   佐賀 fuji19239 

百貫目沢橋 福島 fuji34561 

百間橋   山口 fuji31621 

百間橋（小浜橋）  

福井 fuji35969 

百間川橋  愛知 fuji24732 

百間川橋  岡山 fuji38921 

百戸橋   北海 fuji33697 

百合ノ滝谷橋 高知 fuji25772 

百合居橋  長野 fuji29410 

百合橋   兵庫 fuji31933 

百合平橋  岐阜 fuji41399 

百合野橋  長崎 fuji18455 

百済橋   大阪 fuji04302 

百済大橋  大阪 fuji41283 

百寿橋   奈良 fuji28373 

百松沢橋  北海 fuji36013 

百瀬橋   岐阜 fuji34707 

百瀬川橋  高知 fuji26159 

百瀬川橋  滋賀 fuji00767 

百川原橋  大分 fuji34213 

百村橋   栃木 fuji51946 

百太郎橋  熊本 fuji17398 

百代橋   神奈 fuji10551 

百代橋   東京 fuji14335 

百槻橋   福島 fuji45603 

百田川架道橋 岡山 fuji06313 

百度橋   愛知 fuji29474 

百島小橋  大阪 fuji41889 



 １３０ 

百島大橋  大阪 fuji37579 

百日沢橋  静岡 fuji25734 

百入橋   鹿児 fuji21660 

百年橋   香川 fuji52017 

百年橋   北海 fuji52415 

百年橋（新蓑島橋）  

福岡 fuji48651 

百々橋   宮城 fuji46297 

百々橋   京都 fuji10705 

百々橋   群馬 fuji32336 

百々女鬼橋 滋賀 fuji49319 

百々瀬橋  岐阜 fuji34541 

百々川橋  三重 fuji06860 

百々川橋  長野 fuji26278 

百福橋   大阪 fuji01576 

百木橋   大分 fuji43236 

百目鬼橋  群馬 fuji24876 

俵橋    愛知 fuji08092 

俵橋    北海 fuji26363 

俵石橋   神奈 fuji29531 

標津橋   北海 fuji43143 

氷雨橋   北海 fuji49434 

氷室橋   兵庫 fuji21541 

氷取沢橋  神奈 fuji47471 

氷上橋   香川 fuji34975 

氷川橋   熊本 fuji07462 

氷川橋   鹿児 fuji29353 

氷川橋   東京 fuji10544 

氷川大橋  東京 fuji24529 

瓢橋    長崎 fuji37493 

瓢橋    長野 fuji29667 

瓢爪橋   長野 fuji21402 

表橋    青森 fuji02458 

表谷橋   奈良 fuji46432 

表米橋   兵庫 fuji24083 

評定河原橋（評定所橋）  

宮城 fuji36924 

評定橋   宮城 fuji00264 

評定所橋（評定河原橋）  

宮城 fuji00622 

病院脇橋  北海 fuji04043 

苗橋    鹿児 fuji52243 

苗代沢橋  岩手 fuji38987 

苗木橋   岐阜 fuji50575 

蛭子橋   香川 fuji24272 

蛭子橋   徳島 fuji34090 

蛭子橋   北海 fuji02255 

蛭川橋   秋田 fuji15769 

蛭川橋   青森 fuji09341 

蛭川橋   長野 fuji41696 

蛭川橋   富山 fuji39494 

蛭沢橋     fuji52548 

蛭田橋   群馬 fuji44067 

蛭田川橋  福島 fuji51398 

品ケ瀬橋  福井 fuji28857 

品の内橋  栃木 fuji38398 

品ノ木橋   新潟 fuji40071 

品井沼大橋 宮城 fuji35327 

品海橋   東京 fuji06916 

品川駅構内跨線橋  

東京 fuji45281 

品川橋（東海道線跨線橋） 

東京 fuji13274 

品川高架橋 東京 fuji23727 

品川第二高架橋  

東京 fuji24254 

品沢下橋  岩手 fuji30072 

品沢上橋  岩手 fuji30071 

品鶴線跨線橋 神奈 fuji30760 

品鶴線跨線橋 東京 fuji30404 

品鶴線線路橋 東京 fuji45136 

品田橋   岡山 fuji34257 

品部川橋  愛媛 fuji17369 

浜の尻橋  広島 fuji08716 

浜ノ瀬橋   宮崎 fuji06227 

浜の川橋  三重 fuji50743 

浜の町橋  徳島 fuji13074 

浜ノ田橋   長崎 fuji04224 

浜井橋   山口 fuji02411 

浜井場橋  静岡 fuji12285 

浜井川橋  秋田 fuji43436 

浜益橋   北海 fuji46805 

浜園橋   東京 fuji19958 

浜架道橋  千葉 fuji14186 

浜眼鏡橋  熊本 fuji01320 

浜岩橋   群馬 fuji07147 

浜久須橋  長崎 fuji04232 

浜宮橋   福岡 fuji53387 

浜橋    大阪 fuji30813 

浜橋    大分 fuji26349 

浜橋    島根 fuji17966 

浜橋    和歌 fuji39972 

浜橋（河津浜橋）  

静岡 fuji07051 

浜原大橋  島根 fuji34255 

浜戸川橋  熊本 fuji07264 

浜吾橋   鹿児 fuji01496 

浜厚真橋  北海 fuji34315 

浜高房橋（こんにやく橋）  

徳島 fuji15261 

浜砂橋   静岡 fuji53501 

浜崎橋   静岡 fuji50730 

浜崎橋   東京 fuji19042 

浜子橋   青森 fuji03759 

浜市仮橋  宮城 fuji05826 

浜寺跨線橋 大阪 fuji12516 

浜寺大橋  大阪 fuji48133 

浜取橋   大阪 fuji50871 

浜洲橋   東京 fuji18894 

浜宿橋   千葉 fuji42391 

浜宿川橋  千葉 fuji12471 

浜松駅高架橋 静岡 fuji45681 

浜松橋   神奈 fuji21703 

浜松跨線橋 静岡 fuji41082 

浜松町架道橋 東京 fuji43585 

浜松町橋  東京 fuji11227 

浜松町跨線橋 東京 fuji44849 

浜尻大橋  群馬 fuji43574 

浜須井橋  兵庫 fuji11954 

浜川橋   佐賀 fuji25788 

浜川橋   神奈 fuji46344 

浜川橋   東京 fuji01789 

浜前橋   東京 fuji12241 

浜側橋   和歌 fuji17339 

浜村橋   鳥取 fuji42763 

浜端橋   和歌 fuji38178 

浜男橋   福岡 fuji33829 

浜地橋   大阪 fuji48016 

浜中橋   北海 fuji37370 

浜中跨線橋 北海 fuji46885 

浜中津橋  大阪 fuji26531 

浜町架道橋 福岡 fuji10236 

浜町橋   熊本 fuji01163 

浜町高架橋 千葉 fuji48647 

浜町西架道橋 福岡 fuji10235 

浜町大橋  長崎 fuji00935 

浜町東架道橋 福岡 fuji10237 

浜鉄跨線橋 静岡 fuji29102 

浜田橋   愛知 fuji32195 

浜田橋   愛媛 fuji34764 

浜田橋   広島 fuji06833 

浜田橋   山口 fuji18852 

浜田橋   滋賀 fuji41548 

浜田橋   鹿児 fuji12790 

浜田橋   長崎 fuji04846 

浜田橋（江川橋）  

福島 fuji10977 

浜田川橋  島根 fuji15830 

浜田川用水橋 群馬 fuji11613 

浜田大橋  島根 fuji23868 

浜田第一橋 愛知 fuji43614 

浜田陸橋  山口 fuji17994 

浜渡橋   神奈 fuji23990 

浜屯別橋  北海 fuji38952 

浜頓別跨線橋 北海 fuji52677 

浜白橋   佐賀 fuji19736 

浜分橋   滋賀 fuji06649 

浜無田橋  熊本 fuji20451 

浜名橋   青森 fuji29930 

浜名橋   静岡 fuji00011 

浜名橋   北海 fuji36658 

浜名橋（西浜名橋）  

静岡 fuji23549 

浜名橋（中浜名橋）  

静岡 fuji20794 

浜名湖橋  静岡 fuji12508 

浜面橋   香川 fuji18231 

浜野川橋  千葉 fuji43195 

浜離橋   東京 fuji23463 

浜路橋   東京 fuji38933 

浜路橋（→寿橋）  

茨城 fuji04750 

賓堂橋   大分 fuji40321 

瓶屋橋   愛知 fuji29256 

瓶冠橋   三重 fuji15237 

瓶岩橋   富山 fuji17406 

瓶橋    大阪 fuji19414 

瓶原大橋  京都 fuji01568 

 

… フ … 
 

不飲川橋  滋賀 fuji38017 

不朽橋   愛媛 fuji02904 

不森橋   青森 fuji10039 

不生沢橋  長野 fuji27625 

不知火橋  長崎 fuji43509 

不知火橋  北海 fuji35994 

不通橋   群馬 fuji37324 

不藤橋   北海 fuji31398 

不動橋   岩手 fuji41623 

不動橋   岐阜 fuji27475 

不動橋   宮崎 fuji40446 

不動橋   宮城 fuji04338 

不動橋   群馬 fuji26880 

不動橋   香川 fuji50062 

不動橋   埼玉 fuji24899 

不動橋   三重 fuji04568 

不動橋   山形 fuji49235 

不動橋   山梨 fuji34003 

不動橋   秋田 fuji49226 

不動橋   新潟 fuji46167 

不動橋   青森 fuji50505 

不動橋   千葉 fuji11169 

不動橋   大分 fuji22729 

不動橋   東京 fuji01152 

不動橋   富山 fuji26464 

不動橋   福島 fuji41640 

不動橋   兵庫 fuji26094 

不動橋   北海 fuji40696 

不動橋（←大橋）  

静岡 fuji00816 

不動橋（下鮎喰橋）  

徳島 fuji38078 

不動橋（極楽橋）  

和歌 fuji35060 

不動跨線橋 千葉 fuji43812 

不動川橋  熊本 fuji14239 

不動川橋  香川 fuji13079 

不動川橋  福島 fuji48340 

不動滝橋  宮城 fuji35997 

不動沢橋  岐阜 fuji48100 

不動沢橋  宮城 fuji14482 

不動沢橋  群馬 fuji12447 

不動沢橋  群馬 fuji30935 

不動沢橋  山形 fuji24854 

不動沢橋  山梨 fuji41388 

不動沢橋  新潟 fuji02235 

不動沢橋  福島 fuji37195 

不動谷橋  熊本 fuji04484 

不動谷橋  新潟 fuji12594 

不動谷橋（第二神瀬橋）  

三重 fuji46650 

不動島橋  埼玉 fuji26898 

不動堂橋  宮城 fuji03824 

不動堂橋  新潟 fuji34162 

不動野橋  三重 fuji05277 

不動野橋  鹿児 fuji18892 

不動羅橋  秋田 fuji51921 

不二橋   北海 fuji45075 

不二見橋  神奈 fuji01835 

不二川橋  北海 fuji22597 

不二美橋  兵庫 fuji27960 

不忘橋   宮城 fuji48490 

不網知橋  青森 fuji02468 

不門橋   神奈 fuji21610 

不老の川橋 和歌 fuji37458 

不老橋   宮城 fuji40487 

不老橋   三重 fuji25034 

不老橋   鹿児 fuji27149 

不老橋   北海 fuji48475 

不老橋   和歌 fuji01372 

付知橋   岐阜 fuji08921 

夫橋    新潟 fuji40381 

夫婦橋   愛知 fuji02875 

夫婦橋   愛媛 fuji08440 

夫婦橋   京都 fuji28882 

夫婦橋   神奈 fuji31023 

夫婦橋   神奈 fuji34611 

夫婦橋   大阪 fuji21196 

夫婦橋   島根 fuji38183 

夫婦橋   東京 fuji02765 

夫婦橋   兵庫 fuji13167 

夫婦滝川橋 北海 fuji20965 

富安橋   静岡 fuji02812 

富栄橋   山梨 fuji50999 

富栄橋   大阪 fuji01876 

富栄橋   北海 fuji29834 

富永橋   岐阜 fuji02243 

富永橋   三重 fuji04808 

富永橋   滋賀 fuji50419 

富岡の石橋（大手橋）  

熊本 fuji01025 

富岡橋   茨城 fuji21340 

富岡橋   高知 fuji16032 

富岡橋   新潟 fuji26005 

富岡橋   東京 fuji01983 

富岡橋   徳島 fuji12543 

富岡橋   福島 fuji05182 

富岡橋   北海 fuji37372 

富岡大橋（←甘楽橋）  

群馬 fuji52526 

富貴川橋  千葉 fuji14189 

富丘橋   静岡 fuji27904 

富丘橋   北海 fuji51766 

富郷橋   愛媛 fuji41579 

富月橋   新潟 fuji03034 

富原橋   静岡 fuji21753 

富厚里橋  静岡 fuji34250 



 １３１ 

富高橋   宮崎 fuji27142 

富国橋   愛知 fuji35779 

富根橋   秋田 fuji26246 

富坂橋   東京 fuji04137 

富山橋   山梨 fuji26381 

富山西橋  山梨 fuji41864 

富山大橋（→雪見橋）  

富山 fuji00294 

富山大橋（←新大橋）  

富山 fuji11397 

富山大橋（神通新大橋）  

富山 fuji27569 

富士一号橋 北海 fuji35417 

富士下橋  埼玉 fuji49254 

富士橋   愛知 fuji28946 

富士橋   愛媛 fuji12960 

富士橋   山梨 fuji23476 

富士橋   神奈 fuji29216 

富士橋   静岡 fuji13731 

富士橋（→王子橋）  

北海 fuji28140 

富士橋（野底川橋）  

長野 fuji08084 

富士権現橋 長崎 fuji14738 

富士見橋  愛知 fuji11424 

富士見橋  茨城 fuji38667 

富士見橋  岩手 fuji13501 

富士見橋  岐阜 fuji44521 

富士見橋  群馬 fuji03726 

富士見橋  広島 fuji26130 

富士見橋  香川 fuji51844 

富士見橋  埼玉 fuji27507 

富士見橋  神奈 fuji04032 

富士見橋  大分 fuji16584 

富士見橋  長野 fuji26019 

富士見橋  東京 fuji01977 

富士見橋  栃木 fuji35509 

富士見橋  北海 fuji33639 

富士見橋（→国富橋）  

静岡 fuji06166 

富士見橋（←石渡橋）  

青森 fuji00199 

富士見橋（←納米里橋）  

静岡 fuji34170 

富士見橋（←望羊橋）  

北海 fuji09951 

富士見橋（大井川橋）  

静岡 fuji17215 

富士見高架橋 山梨 fuji52571 

富士見大橋 神奈 fuji47280 

富士古橋  長野 fuji40561 

富士山下橋 茨城 fuji41644 

富士川橋  愛媛 fuji22409 

富士川橋  山梨 fuji31059 

富士川橋  静岡 fuji00129 

富士大橋  静岡 fuji41718 

富士道橋  神奈 fuji19216 

富士尾沢橋 長野 fuji49106 

富州原橋  三重 fuji43162 

富神沢橋  山形 fuji22239 

富仁加橋  北海 fuji38367 

富成橋   山口 fuji18131 

富川橋   愛知 fuji30348 

富川橋   宮城 fuji06029 

富川橋   香川 fuji18693 

富川橋   滋賀 fuji29268 

富川橋   千葉 fuji12233 

富川橋   北海 fuji21956 

富村牛橋  北海 fuji39896 

富沢（１）橋  静岡 fuji52578 

富沢（２）橋  静岡 fuji52579 

富沢橋   静岡 fuji09221 

富沢橋   徳島 fuji47524 

富沢橋   北海 fuji47023 

富長橋   山形 fuji26412 

富津橋   岐阜 fuji24022 

富津沢橋  山梨 fuji30085 

富田栄橋（→金剛大橋）  

大阪 fuji29817 

富田屋橋  大阪 fuji02581 

富田橋   愛媛 fuji12314 

富田橋   岡山 fuji28747 

富田橋   三重 fuji43623 

富田橋   鹿児 fuji31475 

富田橋   青森 fuji42517 

富田橋   静岡 fuji42580 

富田橋   長崎 fuji12979 

富田橋   長野 fuji17631 

富田橋   島根 fuji23433 

富田橋   東京 fuji20693 

富田橋   徳島 fuji03647 

富田橋   福島 fuji14718 

富田橋   和歌 fuji42180 

富田跨線橋 三重 fuji26651 

富田川橋  徳島 fuji12919 

富田川橋  和歌 fuji26667 

富田大橋（←西五ケ橋）  

福井 fuji44028 

富田林橋  大阪 fuji07780 

富島橋   長野 fuji52328 

富島橋   東京 fuji02550 

富入橋   福島 fuji09961 

富美橋   北海 fuji25281 

富美橋（→上湧別橋）  

北海 fuji30751 

富美弥橋  北海 fuji46072 

富武士橋  北海 fuji45083 

富並川橋  山形 fuji25903 

富別保川橋 北海 fuji16161 

富民橋   愛媛 fuji45993 

富野一号橋 北海 fuji50637 

富野橋   青森 fuji31017 

富雄橋   奈良 fuji04580 

富雄川橋  奈良 fuji02174 

富来橋   北海 fuji35316 

富来大橋  石川 fuji18912 

富里橋   北海 fuji35867 

富良野橋  北海 fuji34451 

富良野跨線橋 北海 fuji48192 

布引堰堤管理橋  

兵庫 fuji08658 

布引水源部分水堰堤付属橋 

兵庫 fuji10646 

布引水源分水堰堤附属橋  

兵庫 fuji44777 

布引水路橋（砂子橋）  

兵庫 fuji08644 

布引川橋  福島 fuji41207 

布下橋   長野 fuji48102 

布喜川橋  愛媛 fuji18138 

布橋（天ノ浮橋）  

富山 fuji00126 

布計川橋  鹿児 fuji27147 

布柵桟道橋 宮崎 fuji45478 

布師田橋  高知 fuji04614 

布志名川橋 島根 fuji11346 

布施川橋  富山 fuji04315 

布施田橋  福井 fuji15230 

布尻橋   富山 fuji23507 

布瀬橋   岡山 fuji22384 

布川橋   岐阜 fuji50954 

布川橋   神奈 fuji44188 

布川橋   福島 fuji14599 

布川橋   北海 fuji31492 

布倉橋   新潟 fuji39025 

布袋橋   神奈 fuji24689 

布袋橋   北海 fuji46807 

布袋橋（円通寺橋）  

鳥取 fuji01881 

布谷橋   富山 fuji32811 

布辻橋   北海 fuji48251 

布部（大）橋 北海 fuji38064 

布部橋   新潟 fuji49098 

布部橋   島根 fuji29301 

布部橋   北海 fuji43416 

布部川橋  北海 fuji48271 

布部大橋  北海 fuji21575 

布伏内橋  北海 fuji31739 

布目橋   山形 fuji29170 

布目橋   山口 fuji28005 

布野橋（村山橋）  

長野 fuji02390 

布野原橋  岡山 fuji20220 

布野船橋  長野 fuji02388 

府金橋   岩手 fuji04916 

府中２２１橋 東京 fuji51265 

府中橋   茨城 fuji46928 

府中橋   千葉 fuji29206 

府中橋   栃木 fuji26547 

府中新橋（土生大橋）  

広島 fuji41287 

府中大橋  広島 fuji20242 

府中大橋（応化橋）  

新潟 fuji00093 

府中土橋  広島 fuji47512 

府中東橋  徳島 fuji08342 

府殿橋   徳島 fuji33949 

府殿第一橋 徳島 fuji38192 

府殿第三橋 徳島 fuji38194 

府殿第二橋 徳島 fuji38193 

府殿地橋  徳島 fuji48636 

府内橋   宮崎 fuji22431 

府内総谷線一号橋  

徳島 fuji25153 

府内大橋  大分 fuji39812 

敷屋大橋  和歌 fuji39721 

敷玉橋   宮城 fuji34460 

敷生一号橋 北海 fuji43749 

敷生橋   北海 fuji04725 

敷沢橋   宮城 fuji52790 

敷地橋   静岡 fuji11319 

敷地橋   石川 fuji30526 

敷津浦橋  大阪 fuji44709 

敷津橋   大阪 fuji15812 

敷島橋   愛媛 fuji32863 

敷島橋   群馬 fuji01166 

敷島橋   神奈 fuji01506 

敷島橋   東京 fuji29874 

敷島橋   北海 fuji42053 

斧研橋   岐阜 fuji24988 

斧研橋   滋賀 fuji39252 

斧研川橋  滋賀 fuji10091 

斧田橋   岐阜 fuji36594 

斧磨橋   滋賀 fuji35557 

普済橋   長崎 fuji00551 

普天間橋  沖縄 fuji15037 

普洞沢橋  山形 fuji29176 

浮間橋   東京 fuji20696 

浮岩橋   大分 fuji45543 

浮亀橋(→肱川橋)  

愛媛 fuji02031 

浮亀沼橋  青森 fuji03192 

浮橋    大分 fuji01151 

浮橋    福井 fuji35047 

浮橋    兵庫 fuji06983 

浮見橋   富山 fuji38425 

浮御堂   滋賀 fuji28879 

浮合橋   埼玉 fuji29403 

浮根橋   岡山 fuji24147 

浮洲橋   福岡 fuji22648 

浮世橋   長野 fuji06149 

浮船橋   新潟 fuji06481 

浮殿橋   大分 fuji04438 

浮田橋   岡山 fuji29624 

浮島橋   愛知 fuji11000 

浮島橋   神奈 fuji39989 

浮島橋   大阪 fuji48550 

浮島鉄道橋（川崎企業庁鉄道 

橋）   神奈 fuji40060 

浮柳橋   石川 fuji05867 

浮留江橋  佐賀 fuji18199 

父ケ谷橋  三重 fuji36201 

父橋    愛媛 fuji37895 

父二峰橋  愛媛 fuji43019 

芙容橋   北海 fuji42095 

芙蓉橋   群馬 fuji06695 

芙蓉橋   北海 fuji10248 

譜代橋   岩手 fuji49758 

負ケ沢橋  山形 fuji20306 

附田橋   青森 fuji04335 

撫牛子一号橋 青森 fuji26819 

撫牛子橋  青森 fuji03213 

撫川橋   岡山 fuji06348 

撫養橋   徳島 fuji34964 

武華橋   北海 fuji42311 

武華橋   北海 fuji45577 

武久川橋  山口 fuji13459 

武庫橋   鳥取 fuji47913 

武庫川橋  兵庫 fuji02046 

武庫川橋梁 兵庫 fuji35383 

武庫川水管橋 兵庫 fuji14453 

武庫大橋  兵庫 fuji19149 

武光橋   埼玉 fuji41659 

武佐川橋  北海 fuji28440 

武士橋   群馬 fuji32635 

武士橋   青森 fuji08512 

武士橋   北海 fuji23892 

武士沢橋  青森 fuji04738 

武市橋   東京 fuji21093 

武市橋   徳島 fuji50786 

武次橋   大阪 fuji36737 

武者橋   福井 fuji05771 

武石橋   長野 fuji29809 

武石大橋  長野 fuji23174 

武蔵橋   神奈 fuji04774 

武蔵大橋  埼玉 fuji51256 

武蔵野橋（石橋）  

東京 fuji01209 

武蔵野線乗越線路橋  

埼玉 fuji51411 

武尊橋   群馬 fuji37015 

武谷川橋  高知 fuji23832 

武田橋   山梨 fuji41071 

武田橋   鹿児 fuji48989 

武田橋   東京 fuji35345 

武田橋   北海 fuji31114 

武田尾橋  兵庫 fuji39679 

武藤陸橋  島根 fuji25822 

武之橋   鹿児 fuji01325 

武之鼻橋  埼玉 fuji34032 

武並橋   岐阜 fuji23510 

武豊橋   愛知 fuji34583 

武勇橋   北海 fuji31728 

武利意橋（→武利橋） 

北海 fuji14589 

武利意橋（←宮城橋）  

北海 fuji14589 

武利岳橋  北海 fuji49919 



 １３２ 

武利橋（←武利意橋）  

北海 fuji31393 

武里橋   埼玉 fuji24890 

武領橋   愛媛 fuji41779 

武礼川橋  島根 fuji15061 

舞ケ谷橋（うちで橋）  

徳島 fuji39271 

舞の川橋  高知 fuji17174 

舞亀橋   富山 fuji26780 

舞戸橋   青森 fuji04334 

舞戸古川橋 青森 fuji01726 

舞子跨線橋 兵庫 fuji14456 

舞手橋   青森 fuji03494 

舞鶴橋   愛知 fuji27911 

舞鶴橋   熊本 fuji01441 

舞鶴橋   佐賀 fuji33833 

舞鶴橋   山形 fuji04874 

舞鶴橋   大分 fuji03372 

舞鶴橋   東京 fuji21607 

舞鶴橋   福岡 fuji19157 

舞鶴橋   北海 fuji09686 

舞鶴橋（←津留橋）  

大分 fuji02453 

舞鶴跨線橋 山梨 fuji49504 

舞鶴高架橋 神奈 fuji53207 

舞鶴小橋  大分 fuji04265 

舞鶴大橋  京都 fuji07779 

舞殿    京都 fuji00239 

舞尾橋   熊本 fuji33424 

舞木橋   福島 fuji27827 

葡萄橋   山梨 fuji38302 

葡萄川橋  新潟 fuji17303 

葡萄沢橋  群馬 fuji37552 

葡萄沢橋  山梨 fuji40723 

葡萄谷橋  愛媛 fuji06877 

蕪谷橋   島根 fuji32393 

蕪島橋   鳥取 fuji29693 

蕪野一号橋 埼玉 fuji29197 

部奈橋   長野 fuji10870 

楓橋    愛知 fuji34176 

楓橋    茨城 fuji22248 

楓橋    広島 fuji13067 

楓橋    千葉 fuji13640 

楓橋    北海 fuji42121 

楓江橋   三重 fuji02139 

楓川橋   福島 fuji43440 

楓炭山橋  北海 fuji38972 

楓夕張川橋 北海 fuji10665 

風ノ森橋   三重 fuji23347 

風ノ堂橋   宮城 fuji02300 

風雨別橋  北海 fuji34551 

風間堰橋    fuji09559 

風間橋   山形 fuji23928 

風間橋   山梨 fuji41855 

風月橋   山口 fuji11879 

風月橋   北海 fuji43528 

風祭橋   神奈 fuji32645 

風山橋   北海 fuji46842 

風吹橋   山形 fuji26843 

風倉橋   宮城 fuji02485 

風早橋   愛媛 fuji19061 

風張橋   秋田 fuji41631 

風張橋   青森 fuji04736 

風波橋   新潟 fuji29950 

風波沢橋  新潟 fuji12596 

風八重橋  鹿児 fuji18038 

風野橋   宮崎 fuji16119 

風嵐橋   石川 fuji42733 

風裏橋   青森 fuji30566 

風流橋   京都 fuji12700 

風恋橋   岩手 fuji37184 

風蓮橋   大分 fuji25212 

風蓮別橋  北海 fuji45022 

風連橋   北海 fuji43326 

風呂の前架道橋  

兵庫 fuji10754 

風呂の本橋 徳島 fuji18410 

風呂屋橋  三重 fuji29260 

風呂元橋  鹿児 fuji24577 

風呂川橋  群馬 fuji05688 

葺谷架道橋 兵庫 fuji53116 

蕗山橋   北海 fuji41028 

伏見橋   京都 fuji46408 

伏見橋   石川 fuji36186 

伏見橋   大阪 fuji10944 

伏見高架橋 京都 fuji20378 

伏見大橋  京都 fuji03626 

伏見柳谷橋 京都 fuji43985 

伏古橋   北海 fuji28120 

伏古別川橋 北海 fuji17834 

伏水街道第三橋  

京都 fuji01904 

伏水街道第四橋  

京都 fuji01905 

伏木橋   千葉 fuji08541 

伏木橋   富山 fuji08176 

伏木橋   福岡 fuji49404 

伏木橋（寺島橋）  

富山 fuji04369 

伏羊橋   和歌 fuji26107 

伏籠橋   北海 fuji33812 

副港橋   北海 fuji21832 

服部橋   三重 fuji03916 

服部橋   鳥取 fuji33399 

服部橋   北海 fuji47048 

服部跨線橋 大阪 fuji43890 

服部大橋  三重 fuji46727 

福・川橋   北海 fuji23665 

福井橋   高知 fuji21494 

福井橋   東京 fuji23713 

福井橋   徳島 fuji29629 

福井橋   和歌 fuji26534 

福井舟橋  福井 fuji00102 

福井川橋  長崎 fuji30739 

福井川橋  徳島 fuji28218 

福井谷橋  高知 fuji25778 

福稲橋   京都 fuji12050 

福浦橋   宮城 fuji25449 

福浦橋   宮城 fuji50363 

福浦橋   三重 fuji20605 

福浦橋   長崎 fuji44645 

福栄橋   香川 fuji48587 

福栄橋   大阪 fuji00951 

福永橋   大阪 fuji17943 

福永橋   島根 fuji45454 

福永橋   東京 fuji04361 

福永小の二橋 大阪 fuji24075 

福猿橋   栃木 fuji31285 

福岡橋   石川 fuji03697 

福岡橋   富山 fuji22296 

福岡橋   北海 fuji35891 

福岡寺川橋 愛媛 fuji06998 

福岡大堰管理橋  

茨城 fuji52816 

福岡大橋  群馬 fuji46586 

福間橋   大分 fuji14130 

福吉橋   愛媛 fuji53520 

福吉橋   三重 fuji51454 

福久陸橋  福岡 fuji21271 

福居用水橋 栃木 fuji10690 

福橋    滋賀 fuji10715 

福栗橋（多摩大橋）  

東京 fuji18343 

福原橋   熊本 fuji23299 

福原橋   千葉 fuji09737 

福原橋   栃木 fuji43096 

福原橋   兵庫 fuji39092 

福原大橋  徳島 fuji39272 

福原第一跨道橋  

茨城 fuji51941 

福原第二跨道橋  

茨城 fuji53602 

福源橋   広島 fuji53865 

福戸橋   広島 fuji36354 

福光橋   鳥取 fuji05298 

福光橋   富山 fuji09124 

福耕地沢橋 新潟 fuji17302 

福崎橋   三重 fuji44533 

福山橋   鳥取 fuji05297 

福山橋   北海 fuji44411 

福山川橋  鹿児 fuji13089 

福寺橋   兵庫 fuji23240 

福寿橋   滋賀 fuji36602 

福寿橋   東京 fuji20849 

福寿橋   北海 fuji16982 

福住橋   徳島 fuji27349 

福住橋   兵庫 fuji29687 

福重橋   長崎 fuji05093 

福重郎橋  大阪 fuji47353 

福神橋   群馬 fuji29186 

福神橋   東京 fuji20024 

福神橋   北海 fuji47589 

福水橋   石川 fuji49275 

福正寺橋  山口 fuji28900 

福生橋   東京 fuji38406 

福生寺橋  大分 fuji19180 

福生渡橋  東京 fuji31872 

福石橋   静岡 fuji42949 

福川橋   香川 fuji08718 

福川橋   徳島 fuji41932 

福川橋   兵庫 fuji19150 

福川鉄道橋 埼玉 fuji07279 

福沢橋   静岡 fuji35777 

福沢橋   富山 fuji14048 

福知橋   大阪 fuji01229 

福知橋   兵庫 fuji29688 

福知山大橋 京都 fuji42166 

福地橋   沖縄 fuji15268 

福地閘門橋 宮城 fuji21785 

福町橋   富山 fuji00288 

福長橋   鳥取 fuji29902 

福田 12号橋 神奈 fuji42718 

福田橋   岡山 fuji27065 

福田橋   岩手 fuji09634 

福田橋   宮城 fuji04105 

福田橋   宮城 fuji36954 

福田橋   京都 fuji00912 

福田橋   山形 fuji41838 

福田橋   山梨 fuji15932 

福田橋   神奈 fuji42717 

福田橋   青森 fuji24837 

福田橋   石川 fuji04162 

福田橋   兵庫 fuji04401 

福田上橋  宮城 fuji47054 

福田新橋  宮城 fuji50205 

福田川橋  兵庫 fuji14526 

福田大橋  宮城 fuji28564 

福田避溢橋 岡山 fuji11660 

福島一号橋 北海 fuji46078 

福島久口橋 岐阜 fuji49302 

福島境沢橋 長野 fuji12148 

福島橋   宮崎 fuji12000 

福島橋   群馬 fuji18480 

福島橋   香川 fuji00483 

福島橋   秋田 fuji50522 

福島橋   青森 fuji03752 

福島橋   東京 fuji00571 

福島橋   徳島 fuji00268 

福島橋   福井 fuji23405 

福島橋   北海 fuji39165 

福島跨線橋 福島 fuji46927 

福島新橋（県道）  

徳島 fuji46990 

福島新橋(市道)  

徳島 fuji22654 

福島船橋  長野 fuji03679 

福島大橋  佐賀 fuji49558 

福島第一高架橋  

大阪 fuji49552 

福堂橋   滋賀 fuji47504 

福富架道橋 岡山 fuji16791 

福富橋   熊本 fuji04240 

福富橋   東京 fuji21085 

福富橋   兵庫 fuji40414 

福部羅橋  秋田 fuji53751 

福本上橋  島根 fuji47710 

福本川橋  岡山 fuji16784 

福野橋   富山 fuji35673 

福有橋   兵庫 fuji07710 

福用川橋  静岡 fuji21149 

福養橋（←奈良間橋）  

静岡 fuji09402 

福来橋   愛媛 fuji26328 

福頼橋   島根 fuji23432 

福雷橋   茨城 fuji31692 

福留橋   鹿児 fuji14763 

福留橋   島根 fuji28127 

福龍橋   北海 fuji44214 

福良川橋  高知 fuji39288 

福和田橋  栃木 fuji27232 

淵ケ谷橋  富山 fuji27882 

淵ノ上橋   富山 fuji28937 

淵牛館橋  宮城 fuji37599 

払川橋   高知 fuji25577 

仏の沢橋  栃木 fuji35510 

仏果橋   神奈 fuji23153 

仏原橋（→琴洞橋）  

福井 fuji48096 

仏光寺橋  京都 fuji10186 

仏性橋   鹿児 fuji01272 

仏晴川橋  静岡 fuji05739 

仏台橋   福島 fuji30518 

仏通寺巨蟒橋 広島 fuji00066 

仏田橋   岐阜 fuji51448 

仏夫子橋  北海 fuji49912 

物井川橋  千葉 fuji51010 

物見橋   岡山 fuji23826 

物見橋   宮城 fuji03247 

物言橋   秋田 fuji37686 

物部川(大）橋 高知 fuji11573 

物部川下の橋 高知 fuji27104 

物部川橋  高知 fuji17382 

分監橋（売買橋・最二号橋・ 

南橋）   北海 fuji07745 

分監川橋  北海 fuji17830 

分岐橋   北海 fuji46820 

分寺橋   大分 fuji30906 

分取川橋  香川 fuji16807 

分地橋   愛知 fuji36805 

分田橋   熊本 fuji05347 

分田橋梁（菊池川橋）  

熊本 fuji15708 

分度橋   島根 fuji27322 

分路橋   兵庫 fuji17333 

噴水管架載弧橋（御坂橋）  

兵庫 fuji06260 

噴辺橋   北海 fuji49735 

粉土橋   富山 fuji29072 



 １３３ 

文化橋   岩手 fuji30000 

文化橋   神奈 fuji38586 

文化橋   大阪 fuji37034 

文化橋   徳島 fuji18134 

文化橋（←八千代橋）  

群馬 fuji16374 

文華橋   富山 fuji31027 

文巻橋   茨城 fuji23936 

文久橋   神奈 fuji05770 

文玉橋   宮城 fuji03509 

文字Ｘ地橋  京都 fuji38651 

文字摺橋（岡部橋）  

福島 fuji05834 

文珠橋   北海 fuji34554 

文知摺橋（岡部橋）  

福島 fuji05834 

文明橋   徳島 fuji01801 

文洙前架道橋 山形 fuji16194 

聞出橋   新潟 fuji05497 

 

… ヘ … 
 

併合橋（→平和橋）  

北海 fuji31117 

兵右衛門橋 埼玉 fuji19507 

兵衛橋   東京 fuji34685 

兵庫運河第一橋（→高松橋） 

 兵庫 fuji08622 

兵庫運河第五橋（→開運橋） 

 兵庫 fuji08625 

兵庫運河第三橋  

兵庫 fuji08623 

兵庫運河第四橋（→住吉橋） 

 兵庫 fuji08624 

兵庫橋   群馬 fuji20746 

兵庫大橋  石川 fuji44489 

兵田川橋  滋賀 fuji05791 

幣塚橋   兵庫 fuji24097 

幣舞橋（←愛北橋）  

北海 fuji05806 

平ケ橋橋  兵庫 fuji15434 

平安橋   岡山 fuji14373 

平安橋   山口 fuji00361 

平安橋   兵庫 fuji09014 

平安橋   北海 fuji36975 

平安神宮橋殿 京都 fuji13054 

平井橋   愛媛 fuji08899 

平井橋   香川 fuji08762 

平井橋   東京 fuji04151 

平井橋   北海 fuji31271 

平井橋（→紫波橋）  

岩手 fuji09702 

平井大橋（上平井橋）  

東京 fuji17087 

平井谷橋  島根 fuji30849 

平磯橋   北海 fuji48456 

平宇三号橋 北海 fuji32916 

平宇二号橋 北海 fuji48706 

平永橋   東京 fuji17897 

平永町橋高架橋  

東京 fuji18177 

平塩橋   山形 fuji40039 

平塩橋   長野 fuji18390 

平岡橋   山形 fuji27810 

平岡橋   神奈 fuji18540 

平岡橋   長野 fuji30274 

平岡橋   兵庫 fuji23815 

平岡川橋  山形 fuji09903 

平屋大橋  京都 fuji36876 

平下橋   石川 fuji51662 

平賀橋   東京 fuji20695 

平会川橋  富山 fuji11627 

平貝戸橋  岐阜 fuji07770 

平潟橋   茨城 fuji18747 

平潟橋   新潟 fuji38293 

平潟橋   神奈 fuji32795 

平釜橋   群馬 fuji52087 

平釜川橋  群馬 fuji05616 

平貫橋（東根橋）  

宮城 fuji52367 

平岩橋   鹿児 fuji31085 

平岩橋   島根 fuji25110 

平岩第一橋 熊本 fuji08358 

平岩第三橋 熊本 fuji08360 

平岩第四橋 熊本 fuji08361 

平岩第二橋 熊本 fuji08359 

平久橋   東京 fuji19211 

平久里川橋 千葉 fuji15092 

平橋    岡山 fuji29481 

平橋    京都 fuji27938 

平橋    三重 fuji20502 

平橋    滋賀 fuji21631 

平橋    滋賀 fuji44121 

平橋    長野 fuji37436 

平橋    徳島 fuji40637 

平橋    奈良 fuji50595 

平橋    福岡 fuji16147 

平橋    北海 fuji23373 

平橋    和歌 fuji30102 

平橋（←下梨橋）  

富山 fuji26417 

平橋（下梨吊橋）  

富山 fuji21751 

平串橋   高知 fuji49398 

平栗橋   北海 fuji32888 

平郡橋   奈良 fuji20399 

平形橋   愛媛 fuji42453 

平形橋   秋田 fuji50521 

平原橋   熊本 fuji13250 

平原橋   大分 fuji03969 

平原川橋  鹿児 fuji13603 

平戸橋   愛知 fuji04005 

平戸橋   京都 fuji53104 

平戸橋   埼玉 fuji12131 

平戸橋   神奈 fuji20067 

平戸橋   静岡 fuji44527 

平戸橋   千葉 fuji45269 

平戸橋   大阪 fuji47129 

平戸橋（←涸沼橋）  

茨城 fuji30421 

平戸跨線橋 静岡 fuji26035 

平戸幸橋  長崎 fuji00565 

平戸川橋  京都 fuji20147 

平跨線橋  福島 fuji46312 

平江橋   鹿児 fuji15322 

平根橋   長野 fuji12265 

平佐川橋  鹿児 fuji13600 

平坂橋   愛知 fuji27908 

平坂第二架道橋  

神奈 fuji22046 

平三水橋  長野 fuji30685 

平山橋   愛知 fuji53658 

平山橋   茨城 fuji48007 

平山橋   熊本 fuji01535 

平山橋   高知 fuji31458 

平山橋   鹿児 fuji47744 

平山橋   神奈 fuji12804 

平山橋   静岡 fuji36598 

平山橋   東京 fuji13129 

平山高架橋 福岡 fuji38046 

平山用水路橋 東京 fuji53041 

平子橋   愛知 fuji53183 

平止橋   鹿児 fuji41595 

平篠橋   三重 fuji04571 

平取橋   北海 fuji16429 

平取大橋  北海 fuji18522 

平取道第一号橋  

北海 fuji15519 

平取二号橋 北海 fuji40021 

平住橋   東京 fuji21103 

平出橋（大正橋）  

長野 fuji14957 

平松橋   和歌 fuji32110 

平沼橋   神奈 fuji01517 

平沼第九架道橋  

神奈 fuji22763 

平沼第三架道橋 

 神奈 fuji22957 

平沼第六架道橋  

神奈 fuji22958 

平神橋   長野 fuji28863 

平神橋（鎌田橋）  

福島 fuji28517 

平瀬橋   岐阜 fuji18424 

平瀬橋   三重 fuji06645 

平瀬橋   山口 fuji52013 

平瀬橋   鹿児 fuji39583 

平瀬橋   新潟 fuji13454 

平瀬橋   長崎 fuji09287 

平瀬橋（島橋） 長野 fuji00314 

平石橋   三重 fuji53098 

平石橋   山形 fuji27812 

平石橋   東京 fuji35193 

平石橋橋  滋賀 fuji25368 

平川眼鏡橋 大分 fuji09855 

平川橋   青森 fuji00433 

平川橋   大分 fuji01519 

平川橋   長野 fuji04997 

平川橋   東京 fuji20847 

平川橋   徳島 fuji09672 

平川橋（←藤崎橋）  

青森 fuji27735 

平川戸橋  埼玉 fuji46334 

平船橋   岩手 fuji13932 

平前橋   宮城 fuji02494 

平前橋   長崎 fuji26238 

平大橋   福島 fuji49787 

平沢下橋  茨城 fuji41645 

平沢橋   群馬 fuji48505 

平沢橋   山形 fuji18742 

平沢橋   長野 fuji02932 

平沢橋   福島 fuji41502 

平沢川橋  群馬 fuji15787 

平沢川橋  青森 fuji23691 

平沢川橋(下り)  

群馬 fuji30778 

平谷一号橋 徳島 fuji52400 

平谷橋   長野 fuji08290 

平谷橋   徳島 fuji15256 

平谷橋   兵庫 fuji41105 

平谷大橋  徳島 fuji53882 

平谷二号橋 徳島 fuji52401 

平塚橋   神奈 fuji48648 

平田架道橋 愛知 fuji45708 

平田橋   岐阜 fuji12085 

平田橋   宮崎 fuji38056 

平田橋   宮城 fuji23106 

平田橋   京都 fuji40268 

平田橋   高知 fuji31008 

平田橋   山口 fuji40633 

平田橋   鹿児 fuji34999 

平田橋   静岡 fuji10265 

平田橋   大分 fuji01558 

平田橋   長崎 fuji39295 

平田橋   島根 fuji28730 

平田橋   富山 fuji22522 

平田橋（→昭和橋）  

新潟 fuji26938 

平田橋（戸塚橋）  

大分 fuji53405 

平田跨線橋 長野 fuji42165 

平田川橋  宮崎 fuji15840 

平田川橋  宮城 fuji42361 

平田内橋  北海 fuji33104 

平渡戸橋  宮城 fuji02299 

平渡瀬橋  鹿児 fuji36475 

平島橋   新潟 fuji36100 

平等橋   山梨 fuji26628 

平等寺橋  徳島 fuji20426 

平等津橋  高知 fuji53380 

平糖架道橋 岩手 fuji50508 

平鍋橋   高知 fuji37747 

平八重橋  宮崎 fuji30121 

平八重橋  鹿児 fuji19792 

平班橋   北海 fuji17128 

平尾橋   熊本 fuji20545 

平尾橋   神奈 fuji20699 

平尾橋   長崎 fuji14382 

平尾橋   徳島 fuji51478 

平尾橋   奈良 fuji40874 

平尾橋   和歌 fuji17155 

平尾橋（方原の石橋）  

熊本 fuji11526 

平々内川橋 北海 fuji15043 

平木橋   熊本 fuji22655 

平木橋   香川 fuji07418 

平木橋   鹿児 fuji41802 

平木橋   東京 fuji22022 

平木橋   兵庫 fuji13753 

平木場橋  鹿児 fuji41469 

平木川橋  香川 fuji12937 

平野下橋  福岡 fuji42640 

平野橋   愛媛 fuji16331 

平野橋   京都 fuji44552 

平野橋   熊本 fuji01596 

平野橋   高知 fuji43021 

平野橋   三重 fuji28469 

平野橋   静岡 fuji07232 

平野橋   大阪 fuji03082 

平野橋   大分 fuji32411 

平野橋   長崎 fuji03954 

平野橋   島根 fuji38487 

平野橋   東京 fuji00573 

平野橋   徳島 fuji09849 

平野橋   兵庫 fuji07413 

平野橋   北海 fuji15513 

平野橋（新比治山橋）  

広島 fuji48418 

平野後川橋 岡山 fuji06338 

平野市橋  大阪 fuji48560 

平野庄橋  岐阜 fuji29036 

平野川橋  大阪 fuji53114 

平野川水管橋 大阪 fuji20272 

平良橋（太平橋）  

沖縄 fuji48994 

平良川橋  鹿児 fuji00580 

平林橋   新潟 fuji02606 

平六橋   青森 fuji11362 

平和橋   愛知 fuji28467 

平和橋   愛媛 fuji16526 

平和橋   茨城 fuji16441 

平和橋   岩手 fuji10626 

平和橋   岐阜 fuji33020 

平和橋   広島 fuji31369 

平和橋   高知 fuji39685 

平和橋   埼玉 fuji33188 

平和橋   山口 fuji33538 

平和橋   秋田 fuji42364 



 １３４ 

平和橋   長野 fuji17019 

平和橋   東京 fuji31288 

平和橋   徳島 fuji19828 

平和橋   栃木 fuji20569 

平和橋   福岡 fuji31989 

平和橋   和歌 fuji32389 

平和橋（→京塚橋）  

山形 fuji26373 

平和橋（←原野大橋）  

新潟 fuji09846 

平和橋（←太平橋）  

岡山 fuji35061 

平和橋（←併合橋）  

北海 fuji31117 

平和大橋（新橋）  

広島 fuji02374 

平和島橋  東京 fuji36255 

平藏川橋  千葉 fuji17878 

柄杓流橋    fuji52390 

柄沢橋   新潟 fuji03598 

並榊橋   宮城 fuji02275 

並松橋   大分 fuji47739 

並木架道橋 群馬 fuji30901 

並木架道橋 東京 fuji19318 

並木橋   群馬 fuji42882 

並木橋   新潟 fuji38420 

並木橋   東京 fuji03008 

並木橋   北海 fuji49746 

閉伊川橋  岩手 fuji25655 

閉羅瀬第一橋 岐阜 fuji50718 

閉羅瀬第一高架橋  

岐阜 fuji50720 

閉羅瀬第二橋 岐阜 fuji50719 

米ノ山橋   佐賀 fuji44638 

米の山橋  長崎 fuji33422 

米ノ津橋   鹿児 fuji08614 

米賀橋   大分 fuji03364 

米原跨線橋 滋賀 fuji25617 

米山大橋  新潟 fuji48126 

米子陸橋  山形 fuji47258 

米持橋   長野 fuji38443 

米寿橋   奈良 fuji05558 

米神橋   神奈 fuji39988 

米神橋（→登米大橋）  

宮城 fuji14710 

米神橋（→登米大橋）  

宮城 fuji30927 

米神沢暗橋 神奈 fuji16083 

米川橋   山口 fuji04039 

米川橋   滋賀 fuji15591 

米川橋   長野 fuji23342 

米泉橋   石川 fuji37989 

米洗橋   三重 fuji05547 

米倉橋   奈良 fuji32259 

米倉橋（相生橋）  

岡山 fuji06555 

米村橋   福島 fuji07752 

米村橋   北海 fuji18257 

米多比橋  福岡 fuji20446 

米代川橋  秋田 fuji08966 

米沢橋   北海 fuji49690 

米谷橋   宮城 fuji10396 

米谷橋   奈良 fuji46605 

米谷大橋  宮城 fuji21829 

米町川橋  石川 fuji50703 

米津（大）橋 愛知 fuji36934 

米津橋（矢作川橋）  

愛知 fuji20107 

米津小橋  愛知 fuji36913 

米田橋   広島 fuji33400 

米田橋   秋田 fuji33479 

米田橋   福岡 fuji08120 

米田川橋  京都 fuji09986 

米内沢橋  秋田 fuji07822 

米之津橋  鹿児 fuji06232 

米白橋   秋田 fuji05477 

米俵橋   福井 fuji49838 

米無川橋  山梨 fuji41387 

米野橋（もぐり橋）  

岐阜 fuji50414 

米里１０号橋 北海 fuji53161 

米良（大）橋（←二軒橋）  

宮崎 fuji44729 

米良稲荷橋（戸崎橋）  

宮崎 fuji44773 

壁沢川石橋（旧）  

福島 fuji05640 

壁谷沢橋  福島 fuji47652 

碧海橋   神奈 fuji01836 

碧水橋   北海 fuji25448 

碧蘂橋   北海 fuji23634 

碧蘂三号橋 北海 fuji51601 

別院橋   新潟 fuji01771 

別院大門橋 新潟 fuji49996 

別寒辺牛橋 北海 fuji51130 

別子橋   愛媛 fuji42785 

別所橋   広島 fuji30693 

別所橋   埼玉 fuji53031 

別所橋   滋賀 fuji07920 

別所橋   鳥取 fuji05916 

別所橋   東京 fuji32121 

別所橋   和歌 fuji24775 

別所川橋  新潟 fuji42561 

別所川橋  鳥取 fuji15099 

別当賀橋  北海 fuji01781 

別当賀川橋 北海 fuji15294 

別当前橋  北海 fuji04726 

別当大橋  香川 fuji42631 

別府橋   三重 fuji04804 

別府橋   福岡 fuji21509 

別府川橋  鹿児 fuji09001 

別府大橋  愛媛 fuji42788 

別府田野川橋 宮崎 fuji14232 

別々橋   北海 fuji34641 

別保古川第二橋  

北海 fuji14650 

別保跨線橋 北海 fuji47029 

別保川橋  北海 fuji19274 

変電橋   北海 fuji47750 

片ノ瀬橋(筑後川橋) 

福岡 fuji18368 

片一橋   大阪 fuji52268 

片浦橋   神奈 fuji40821 

片岡橋   高知 fuji52019 

片岡橋   神奈 fuji53301 

片貝橋   富山 fuji03599 

片貝川橋  新潟 fuji04901 

片貝川橋  富山 fuji11624 

片貝大橋  富山 fuji42160 

片魚口橋  高知 fuji23275 

片桐橋   長野 fuji04178 

片原橋   神奈 fuji37423 

片江橋   大阪 fuji38911 

片江七福橋 大阪 fuji37878 

片江小橋  大阪 fuji38603 

片江新橋  大阪 fuji38602 

片山橋   山口 fuji32618 

片山橋   鳥取 fuji44578 

片山高架橋   fuji52605 

片山川橋  岡山 fuji08022 

片子沢橋  岩手 fuji53253 

片手石橋  香川 fuji13234 

片上橋   岡山 fuji17053 

片城橋   香川 fuji19605 

片城川橋  香川 fuji07736 

片城大橋  香川 fuji43930 

片瀬橋   神奈 fuji24823 

片瀬川橋  山梨 fuji21615 

片岨橋   三重 fuji53833 

片倉橋   神奈 fuji32234 

片倉橋   長野 fuji25328 

片巣橋   岩手 fuji00701 

片足沢橋  栃木 fuji36019 

片谷橋   奈良 fuji37655 

片町橋   大阪 fuji30183 

片田橋   京都 fuji23224 

片島橋   福岡 fuji27116 

片内橋   宮崎 fuji39707 

片内谷橋  宮崎 fuji34218 

片二橋   大阪 fuji49458 

片二中橋  大阪 fuji52269 

片白橋   鹿児 fuji06600 

片帆橋   神奈 fuji27410 

片淵橋   佐賀 fuji18878 

片淵橋   長崎 fuji03946 

片平橋   愛知 fuji41405 

片平橋   宮崎 fuji13254 

片平橋   長野 fuji06798 

片平橋   福岡 fuji39887 

片峯橋   福岡 fuji06429 

片鉾橋   兵庫 fuji33393 

片門橋   福島 fuji01660 

片野橋   三重 fuji17101 

片野橋   鹿児 fuji16598 

編笠橋（←第四橋）  

長崎 fuji00540 

辺渓橋   北海 fuji25625 

辺別橋   北海 fuji22494 

辺別川橋  北海 fuji08293 

辺野古橋  沖縄 fuji10151 

遍形橋   北海 fuji42346 

遍路橋   愛媛 fuji01408 

便ノ山橋   三重 fuji41545 

弁慶橋   山形 fuji29736 

弁慶橋   東京 fuji05230 

弁慶橋   北海 fuji05175 

弁慶大橋  山形 fuji52493 

弁才橋   神奈 fuji53486 

弁財橋   兵庫 fuji07782 

弁財天橋  広島 fuji00537 

弁財天橋  千葉 fuji18760 

弁財天橋（天女橋）  

長野 fuji08852 

弁沢橋   宮城 fuji29635 

弁天橋   愛知 fuji11499 

弁天橋   愛媛 fuji45990 

弁天橋   茨城 fuji27178 

弁天橋   岐阜 fuji25331 

弁天橋   宮城 fuji52791 

弁天橋   熊本 fuji03695 

弁天橋   群馬 fuji27845 

弁天橋   香川 fuji41440 

弁天橋   埼玉 fuji12231 

弁天橋   鹿児 fuji27536 

弁天橋   新潟 fuji49103 

弁天橋   神奈 fuji01686 

弁天橋   静岡 fuji12276 

弁天橋   千葉 fuji37635 

弁天橋   大阪 fuji34357 

弁天橋   長崎 fuji01611 

弁天橋   長野 fuji08188 

弁天橋   東京 fuji01054 

弁天橋   奈良 fuji32163 

弁天橋   福岡 fuji13589 

弁天橋   福島 fuji14595 

弁天橋   兵庫 fuji05760 

弁天橋   北海 fuji23376 

弁天橋（←高崎橋）  

徳島 fuji33953 

弁天橋（伊久間橋）  

長野 fuji11923 

弁天橋（須雲橋）  

神奈 fuji42032 

弁天橋（第三寒狭川橋）  

愛知 fuji23775 

弁天川橋  三重 fuji13407 

弁天大橋  京都 fuji16403 

弁天大橋  広島 fuji16409 

弁天大橋  静岡 fuji39066 

弁天大橋  大分 fuji48448 

弁天町駅第二陸橋  

大阪 fuji46968 

弁天町架道橋 大阪 fuji38782 

弁天町高架橋 大阪 fuji39082 

弁天島大橋 長野 fuji03045 

弁田橋   宮崎 fuji31473 

弁当沢橋  山形 fuji30209 

弁辺橋   北海 fuji43746 

 

… ホ … 
 

保ノ平橋   和歌 fuji36137 

保安橋   青森 fuji04487 

保安林橋  北海 fuji53440 

保井堀橋  埼玉 fuji15799 

保育橋   広島 fuji50779 

保科橋   京都 fuji29775 

保喜橋   兵庫 fuji46424 

保橋    栃木 fuji37090 

保古川橋  岐阜 fuji24726 

保戸島橋  岐阜 fuji26786 

保戸峯橋  愛媛 fuji38220 

保戸野新橋 秋田 fuji51925 

保高橋   長野 fuji51981 

保神原跨線橋 島根 fuji13174 

保全橋   北海 fuji47170 

保倉川橋  新潟 fuji04782 

保津橋   宮城 fuji02979 

保津川橋  京都 fuji08278 

保津大橋  京都 fuji17236 

保田橋   千葉 fuji11786 

保田窪橋  熊本 fuji13475 

保田川橋  千葉 fuji14517 

保田大橋  和歌 fuji24373 

保土ヶ谷橋  神奈 fuji19348 

保土ヶ谷陸橋 神奈 fuji38896 

保美濃山橋 群馬 fuji51399 

保福寺橋  長野 fuji53790 

保命橋   徳島 fuji36009 

保明川橋  新潟 fuji17260 

保木橋   神奈 fuji33204 

保木橋   福岡 fuji34772 

保木川橋  岡山 fuji08018 

保野橋(→野神橋)  

滋賀 fuji27009 

保柳橋   宮城 fuji26836 

歩危見橋  徳島 fuji25512 

歩岐島橋  岐阜 fuji41713 

歩行橋   群馬 fuji01190 

甫斉橋   和歌 fuji36618 

穂影橋   長野 fuji25243 

穂刈橋   長野 fuji22767 

穂香橋   北海 fuji01780 

穂高橋   長野 fuji03044 

穂高川橋  長野 fuji13779 

穂高川水路橋 長野 fuji17783 

穂坂橋   山梨 fuji35760 

穂積橋   愛知 fuji08288 



 １３５ 

穂積橋   愛媛 fuji22408 

穂積橋   長野 fuji06504 

穂積高架橋 大阪 fuji44022 

穂積大橋（新長良橋）  

岐阜 fuji46672 

穂谷川橋  大阪 fuji46410 

穂波橋   埼玉 fuji08046 

穂別橋   北海 fuji29048 

穂北橋   宮崎 fuji38241 

墓地橋   北海 fuji42273 

暮谷橋   徳島 fuji40429 

暮坪川橋  山形 fuji16994 

暮坪陸橋  山形 fuji47257 

暮土橋   北海 fuji39425 

暮墓谷橋  徳島 fuji38207 

母合橋   鹿児 fuji39143 

母山橋   大阪 fuji22360 

母子島橋  茨城 fuji49800 

母子里橋  北海 fuji42815 

母線橋   岐阜 fuji50955 

母袋橋   山形 fuji49067 

母沢橋   青森 fuji07536 

母谷川一号橋 群馬 fuji33488 

母谷沢橋  群馬 fuji13958 

母野橋   岐阜 fuji19695 

母里大橋（←弘鶴橋）  

島根 fuji27974 

母恋橋   北海 fuji23893 

菩提大橋  石川 fuji40544 

報恩寺橋  東京 fuji00336 

報告橋   北海 fuji43380 

報国橋   岩手 fuji37383 

報国橋   岐阜 fuji06248 

報国橋   北海 fuji44247 

報国橋（野々古屋橋）  

岐阜 fuji03404 

報徳橋   沖縄 fuji00720 

報徳橋   神奈 fuji20748 

報徳橋   北海 fuji48692 

報徳橋   和歌 fuji28716 

報徳橋（亀甲橋）  

静岡 fuji03182 

奉迎橋   熊本 fuji50317 

奉行橋   岐阜 fuji22713 

奉納橋   兵庫 fuji00760 

宝引橋   北海 fuji21587 

宝永橋   山形 fuji06902 

宝永橋   新潟 fuji05519 

宝永橋   大阪 fuji40121 

宝永橋（源五右衛門橋）  

新潟 fuji05518 

宝堰橋   宮城 fuji51045 

宝橋    熊本 fuji15893 

宝橋    神奈 fuji21133 

宝橋    大阪 fuji39945 

宝橋    東京 fuji20918 

宝橋    福岡 fuji47205 

宝橋（→高原橋）  

岐阜 fuji27516 

宝橋（→田島橋）  

福島 fuji42146 

宝橋（国名橋） 北海 fuji16976 

宝橋(南山橋→田島橋)  

福島 fuji04518 

宝作橋   山形 fuji39199 

宝山橋   宮城 fuji39459 

宝珠花橋  千葉 fuji18371 

宝珠橋   千葉 fuji28600 

宝珠橋   北海 fuji48220 

宝珠山橋  福岡 fuji36061 

宝珠川橋  福岡 fuji05637 

宝松橋   鹿児 fuji05364 

宝正寺橋  鹿児 fuji46026 

宝生橋   北海 fuji43075 

宝青橋   東京 fuji26926 

宝積寺橋  栃木 fuji17864 

宝川橋   愛知 fuji08000 

宝川橋   群馬 fuji37693 

宝川橋   秋田 fuji51926 

宝川橋   神奈 fuji06635 

宝泉橋   熊本 fuji23086 

宝泉寺橋  大分 fuji12780 

宝全橋   静岡 fuji44529 

宝沢橋   北海 fuji38879 

宝谷橋   和歌 fuji37248 

宝塚架道橋 兵庫 fuji25247 

宝塚小橋  兵庫 fuji25096 

宝塚新大橋 兵庫 fuji39808 

宝塚大橋  兵庫 fuji20392 

宝殿橋   兵庫 fuji24763 

宝田橋   新潟 fuji13965 

宝田橋   東京 fuji21680 

宝登野橋  群馬 fuji28926 

宝入橋   愛媛 fuji19062 

宝別橋   北海 fuji53249 

宝満寺入口橋 鹿児 fuji06379 

宝満神社跨線橋  

福岡 fuji21508 

宝満川橋  福岡 fuji17594 

宝木橋   鳥取 fuji04405 

宝木橋   島根 fuji42767 

宝木橋   徳島 fuji33050 

宝来橋   岩手 fuji15469 

宝来橋   東京 fuji21700 

宝来橋   栃木 fuji50546 

宝来橋   兵庫 fuji09789 

宝来橋   北海 fuji47247 

宝来橋（広瀬川土橋）  

山口 fuji00411 

宝莱橋   北海 fuji20554 

宝利屋橋  岐阜 fuji33910 

宝藏院橋  東京 fuji13961 

峰羽橋   神奈 fuji47569 

峰越橋   北海 fuji52664 

峰延橋   北海 fuji38983 

峰橋    群馬 fuji50676 

峰谷橋   東京 fuji36795 

峰之橋   神奈 fuji36096 

峰之沢橋  静岡 fuji36768 

峯越橋   北海 fuji48226 

峯岸橋   宮城 fuji03233 

峯橋    新潟 fuji28626 

峯橋    静岡 fuji24037 

峯橋    東京 fuji45619 

峯橋    福島 fuji39732 

峯山街道陸橋 京都 fuji23002 

峯其橋     fuji36209 

崩口川橋  愛媛 fuji41585 

崩谷橋   大分 fuji46608 

 

抱真橋（永安橋）  

鹿児 fuji01218 

放射三号架道橋  

東京 fuji33740 

放射七号架道橋  

東京 fuji53191 

放出橋   大阪 fuji33144 

放出大橋（←榎本大橋）  

大阪 fuji14073 

放出大橋（←中の橋）  

大阪 fuji06537 

放水橋   北海 fuji42348 

放水路橋  北海 fuji42679 

放生津橋  富山 fuji42911 

放牧地橋  北海 fuji43310 

方の川橋  高知 fuji25176 

方違橋   愛知 fuji26058 

方慶橋   北海 fuji47746 

方月橋   岐阜 fuji46194 

方原の石橋（平尾橋）  

熊本 fuji11526 

方広寺亀背橋 静岡 fuji46647 

方生橋   沖縄 fuji00083 

方谷橋   岡山 fuji13686 

方谷橋   兵庫 fuji25815 

方張橋   兵庫 fuji42974 

方南橋   東京 fuji02764 

方保田橋  熊本 fuji04458 

法雲寺橋  山梨 fuji38435 

法恩寺橋  東京 fuji01974 

法音寺橋  広島 fuji27181 

法音寺橋  長崎 fuji00513 

法花橋   愛知 fuji21419 

法花小橋（法華橋）  

徳島 fuji29326 

法華橋   徳島 fuji07210 

法華橋（法花小橋）  

徳島 fuji29326 

法界門渡橋 愛媛 fuji01349 

法久橋   群馬 fuji51951 

法教寺橋  滋賀 fuji37577 

法教寺川橋 滋賀 fuji45761 

法橋川橋  愛媛 fuji18702 

法源寺橋  徳島 fuji35604 

法師岡橋  青森 fuji33689 

法師丸橋  岐阜 fuji31600 

法師橋   島根 fuji35938 

法師大橋  群馬 fuji37633 

法尺橋   島根 fuji42445 

法勝寺橋  鳥取 fuji05566 

法成橋   京都 fuji51830 

法泉寺橋  大分 fuji03119 

法天橋   愛知 fuji36733 

法天橋   岡山 fuji10126 

法伝橋   岐阜 fuji22672 

法徳寺橋  和歌 fuji14554 

法無乱橋  佐賀 fuji42643 

法螺貝橋  愛知 fuji10999 

法隆寺橋  奈良 fuji52507 

法量橋   青森 fuji06438 

法蓮橋   奈良 fuji29971 

法蓮寺橋  富山 fuji36400 

泡ノ巻橋（真木橋）  

福島 fuji43147 

縫別橋   北海 fuji40012 

芳ケ沢橋  福島 fuji08309 

芳延架道橋 埼玉 fuji53622 

芳延橋   埼玉 fuji24896 

芳賀橋   福岡 fuji30543 

芳見橋（←芳水橋）  

富山 fuji16050 

芳際橋   東京 fuji37413 

芳春院打月橋 京都 fuji00164 

芳水橋（→芳見橋）  

富山 fuji16050 

芳川橋   静岡 fuji05736 

芳川橋   福島 fuji09638 

芳沢橋   群馬 fuji19504 

芳田橋   兵庫 fuji23238 

芳堀橋   北海 fuji37068 

芳明橋   岡山 fuji17165 

芳野橋   岡山 fuji11872 

芳雄橋   福岡 fuji20441 

芳養川橋  和歌 fuji23820 

蓬川橋   兵庫 fuji43647 

蓬田橋   青森 fuji14329 

蓬田沢橋    fuji13816 

蓬内川橋  北海 fuji30141 

蓬内沢橋  北海 fuji30564 

蓬莱橋   愛知 fuji11837 

蓬莱橋   愛媛 fuji02018 

蓬莱橋   岡山 fuji30231 

蓬莱橋   京都 fuji00549 

蓬莱橋   熊本 fuji06590 

蓬莱橋   広島 fuji22399 

蓬莱橋   香川 fuji03097 

蓬莱橋   三重 fuji02062 

蓬莱橋   山形 fuji23921 

蓬莱橋   山口 fuji06873 

蓬莱橋   山梨 fuji35136 

蓬莱橋   秋田 fuji13487 

蓬莱橋   新潟 fuji48758 

蓬莱橋   神奈 fuji01919 

蓬莱橋   青森 fuji04063 

蓬莱橋   青森 fuji32626 

蓬莱橋   静岡 fuji03053 

蓬莱橋   大分 fuji16109 

蓬莱橋   東京 fuji02770 

蓬莱橋   徳島 fuji20421 

蓬莱橋   栃木 fuji41650 

蓬莱橋   福島 fuji29609 

蓬莱橋   兵庫 fuji21455 

蓬莱橋（→十勝新橋）  

北海 fuji19018 

蓬莱橋（→新立橋）  

愛媛 fuji00895 

蓬莱橋（←新橋） 

 北海 fuji16358 

蓬莱橋（←名汐留橋）  

東京 fuji02036 

蓬莱橋（鶴見橋）  

岡山 fuji00591 

蜂ノ巣橋   大分 fuji14643 

蜂坪橋   新潟 fuji43469 

豊安橋   山口 fuji12308 

豊安橋   大分 fuji01712 

豊浦橋   山口 fuji12549 

豊浦橋   静岡 fuji52144 

豊浦橋   北海 fuji35884 

豊浦橋（←長正寺橋）  

山口 fuji04907 

豊栄橋   広島 fuji50777 

豊栄橋   高知 fuji03100 

豊栄橋   鹿児 fuji35240 

豊栄橋   富山 fuji04786 

豊栄橋   北海 fuji37298 

豊栄橋（→三宅橋）  

京都 fuji29418 

豊永橋   高知 fuji22787 

豊永橋   鹿児 fuji20657 

豊永大橋  高知 fuji44770 

豊越橋   北海 fuji14587 

豊岡一号橋 北海 fuji41822 

豊岡街道跨線橋  

埼玉 fuji27508 

豊岡橋   愛媛 fuji37829 

豊岡橋   岐阜 fuji30036 

豊岡橋   熊本 fuji00963 

豊岡橋   青森 fuji25877 

豊岡橋   大分 fuji26181 

豊岡橋   福島 fuji10731 

豊岡橋   北海 fuji31832 

豊岡橋（←竹田橋）  

大分 fuji10677 

豊岡二号橋 北海 fuji41823 

豊海橋   岡山 fuji14700 

豊海橋   東京 fuji00527 

豊間根橋  岩手 fuji48709 



 １３６ 

豊魚橋   北海 fuji21574 

豊橋    愛知 fuji00127 

豊橋    宮城 fuji42695 

豊橋    埼玉 fuji16303 

豊橋    山形 fuji03171 

豊橋    新潟 fuji53645 

豊橋    神奈 fuji42556 

豊橋    千葉 fuji42547 

豊橋    大阪 fuji11103 

豊橋    長野 fuji24964 

豊橋    東京 fuji15225 

豊橋    福井 fuji43839 

豊橋    福島 fuji04960 

豊橋    北海 fuji28499 

豊橋（←吉田大橋）  

愛知 fuji00097 

豊橋（馬上免橋）  

福井 fuji02339 

豊橋駅構内跨線橋（城海津跨 

線橋）   愛知 fuji33084 

豊橋跨線橋 愛知 fuji45695 

豊郷橋   北海 fuji31760 

豊玉橋   東京 fuji03001 

豊玉陸橋（環７放７立体交差 

橋）   東京 fuji44853 

豊金橋   兵庫 fuji32109 

豊原橋   山口 fuji47945 

豊後橋（→観月橋）  

京都 fuji05553 

豊後通学橋 愛媛 fuji47536 

豊公橋   愛知 fuji39806 

豊厚橋（吉田橋）  

山口 fuji11455 

豊厚橋（千歳橋）  

山口 fuji19439 

豊糠岩内橋 北海 fuji39831 

豊高橋   北海 fuji31222 

豊国架道橋 神奈 fuji45310 

豊国橋   神奈 fuji01920 

豊国橋   福岡 fuji25198 

豊国橋   北海 fuji13798 

豊頃橋   北海 fuji30066 

豊砂橋   東京 fuji21100 

豊坂架道橋 愛知 fuji45718 

豊崎一之橋 大阪 fuji31186 

豊崎橋   大阪 fuji02143 

豊崎第三高架橋  

大阪 fuji18044 

豊崎第四高架橋  

大阪 fuji18045 

豊崎第二高架橋  

大阪 fuji18043 

豊崎南高架橋 大阪 fuji53681 

豊崎二之橋 大阪 fuji32028 

豊崎北高架橋 大阪 fuji53679 

豊作田橋  鹿児 fuji33976 

豊志内橋  北海 fuji37307 

豊似橋   北海 fuji08053 

豊似川橋  北海 fuji23662 

豊篠橋   兵庫 fuji02173 

豊篠橋（→京口橋）  

兵庫 fuji05062 

豊受橋   群馬 fuji10536 

豊州橋   東京 fuji33602 

豊秋橋   愛媛 fuji04216 

豊住橋   東京 fuji18536 

豊住五号橋 北海 fuji52051 

豊潤橋   北海 fuji51135 

豊松橋   愛媛 fuji17645 

豊松橋   北海 fuji51882 

豊城橋   東京 fuji37420 

豊穣橋   北海 fuji52752 

豊森橋   東京 fuji20336 

豊神橋   北海 fuji45054 

豊臣橋   岐阜 fuji13972 

豊進橋   北海 fuji53156 

豊水橋   茨城 fuji06112 

豊水橋   埼玉 fuji15223 

豊水橋   富山 fuji33617 

豊水橋   北海 fuji39897 

豊成橋   秋田 fuji04953 

豊成橋   北海 fuji41136 

豊清橋   北海 fuji51157 

豊西橋   北海 fuji40347 

豊石橋   東京 fuji03395 

豊積橋   山梨 fuji39746 

豊川橋   愛知 fuji05407 

豊川橋   愛知 fuji07699 

豊川橋   愛媛 fuji16817 

豊川橋   山形 fuji15083 

豊川橋   千葉 fuji14793 

豊川橋   大分 fuji01155 

豊川橋   福岡 fuji32866 

豊川高架橋 愛知 fuji53197 

豊川水管橋 愛知 fuji22185 

豊川放水路橋 愛知 fuji43221 

豊船橋   新潟 fuji52107 

豊倉橋   大分 fuji33558 

豊倉橋   北海 fuji18265 

豊蔵橋   東京 fuji02881 

豊太閤橋  愛知 fuji44934 

豊代川橋  愛知 fuji44931 

豊大橋   広島 fuji50776 

豊滝１号橋  北海 fuji48876 

豊滝２号橋  北海 fuji52255 

豊沢橋   岩手 fuji00523 

豊沢橋   東京 fuji24791 

豊沢川橋  岩手 fuji06023 

豊沢川橋  岩手 fuji33110 

豊沢川橋  静岡 fuji12897 

豊中インター橋  

大阪 fuji43991 

豊中大橋  大阪 fuji42437 

豊中穂積橋 大阪 fuji42438 

豊津橋   香川 fuji47531 

豊津橋   奈良 fuji08883 

豊田架道橋 愛知 fuji45698 

豊田橋   三重 fuji44534 

豊田橋   山形 fuji31322 

豊田橋   新潟 fuji29909 

豊田橋   静岡 fuji04387 

豊田橋   長野 fuji41394 

豊田橋   東京 fuji31524 

豊田橋   北海 fuji41614 

豊田高架橋 静岡 fuji52601 

豊田川橋  山形 fuji15079 

豊田陸橋  東京 fuji05841 

豊島橋   静岡 fuji45368 

豊島橋   東京 fuji01986 

豊屯橋   北海 fuji41156 

豊年橋   茨城 fuji49071 

豊年橋   山口 fuji09174 

豊年橋   新潟 fuji30989 

豊年橋（睦美橋）  

北海 fuji46096 

豊波橋   茨城 fuji05228 

豊美橋   北海 fuji46894 

豊浜橋   静岡 fuji24992 

豊浜大橋  三重 fuji33519 

豊富橋   青森 fuji08504 

豊富橋（嘉納橋）  

北海 fuji11681 

豊部内橋  北海 fuji41329 

豊平橋   青森 fuji28830 

豊平橋   東京 fuji20030 

豊平橋（→大正橋）  

北海 fuji12096 

豊平川橋  北海 fuji04290 

豊北橋   北海 fuji37376 

豊幌跨線橋 北海 fuji42050 

豊岬橋   北海 fuji52518  

豊明橋   埼玉 fuji28596 

豊木橋   東京 fuji21110 

豊野橋   北海 fuji36496 

豊野二号橋 北海 fuji49712 

豊沃橋   北海 fuji40983 

 

豊里大橋（赤生津橋）  

宮城 fuji26372 

豊流橋   北海 fuji34549 

豊隆橋   富山 fuji52891 

豊隆橋   北海 fuji51502 

豊林橋   北海 fuji42093 

飽度橋   福島 fuji12663 

飽度橋   福島 fuji22509 

鳳橋    神奈 fuji41475 

鳳第二架道橋 神奈 fuji45312 

鳳鳴橋   富山 fuji31585 

鳳鳴橋   富山 fuji33899 

鳳鳴跨線橋 宮城 fuji46908 

鳳来橋   愛知 fuji16396 

鳳来橋   熊本 fuji10418 

鳳来橋   群馬 fuji49517 

鳳竜橋   北海 fuji14591 

坊ケ太郎橋  大分 fuji33279 

坊屋敷橋  愛媛 fuji28776 

坊賀川水路橋 京都 fuji14907 

坊金橋   新潟 fuji24326 

坊寺一号橋（華厳橋）  

広島 fuji36431 

坊寺橋   広島 fuji36341 

坊寺三号橋（大鎧橋）  

広島 fuji36433 

坊寺二号橋（藤十橋）  

広島 fuji36432 

坊主一号橋 長野 fuji34005 

坊主橋   兵庫 fuji00676 

坊小路橋  山形 fuji47260 

坊前橋   滋賀 fuji22778 

坊沢大橋  秋田 fuji51228 

坊谷橋   島根 fuji36739 

坊中橋   静岡 fuji05880 

坊通橋   岐阜 fuji47860 

坊平橋   埼玉 fuji53280 

房王寺谷橋 兵庫 fuji09162 

房州大橋  千葉 fuji49081 

房川の渡し  埼玉 fuji00152 

房川の渡し船橋  

埼玉 fuji01231 

房総街道陸橋 千葉 fuji12888 

望岳橋   青森 fuji04513 

望岳橋   北海 fuji52757 

望渓橋   北海 fuji51008 

望月寒１０号橋  

北海 fuji50353 

望月寒１１号橋  

北海 fuji40185 

望月寒１２号橋  

北海 fuji47429 

望月寒９号橋 北海 fuji37904 

望月寒橋  北海 fuji49924 

望月寒南１号橋  

北海 fuji50356 

望月寒南２号橋  

北海 fuji50355 

望月寒南３号橋  

北海 fuji50354 

望月橋   山形 fuji25900 

望月橋   長野 fuji24804 

望山橋   北海 fuji52995 

望仙橋   岩手 fuji49760 

望洋橋   山口 fuji01839 

望羊橋（→富士見橋）  

北海 fuji09951 

望来橋   北海 fuji46818 

棒原橋   山形 fuji40358 

棒目木橋  宮城 fuji04102 

紡績大橋  大阪 fuji18110 

鉾前田橋  鹿児 fuji19192 

鉾流橋   大阪 fuji15464 

北１１条橋  北海 fuji45889 

北１２条橋  北海 fuji41340 

北１３条橋  北海 fuji47172 

北１条橋   北海 fuji39187 

北２０条仲橋 北海 fuji45890 

北２条橋   北海 fuji37178 

北３条橋   北海 fuji25875 

北の橋   秋田 fuji49622 

北ノ橋   大阪 fuji00447 

北ノ橋   東京 fuji22041 

北の橋   富山 fuji20587 

北ノ口橋   岡山 fuji25128 

北ノ口橋   大阪 fuji15415 

北ノ国橋   長野 fuji40388 

北ノ城橋   長野 fuji29507 

北の川口橋 高知 fuji15008 

北の前橋  山形 fuji30212 

北の沢１号橋 北海 fuji45891 

北の沢２号橋 北海 fuji44049 

北の沢橋  北海 fuji37180 

北の沢渡河橋（めがね橋）  

長野 fuji03133 

北安治川高架橋  

大阪 fuji47359 

北井橋   香川 fuji10009 

北一号橋  北海 fuji30981 

北一条橋  北海 fuji19125 

北一色跨線橋 愛知 fuji46952 

北一線橋  北海 fuji44236 

北羽前街道陸橋   

宮城 fuji13821 

北浦橋   愛知 fuji42951 

北浦橋   宮城 fuji52068 

北浦橋   三重 fuji03331 

北浦橋   東京 fuji32226 

北浦高架橋 静岡 fuji53195 

北浦土橋  東京 fuji32222 

北栄橋   北海 fuji35871 

北栄五号橋 北海 fuji40938 

北栄四号橋 北海 fuji40966 

北栄七号橋 北海 fuji40967 

北栄八号橋 北海 fuji40968 

北栄六号橋 北海 fuji40939 

北園橋   京都 fuji25062 

北岡橋   熊本 fuji02383 

北下河原橋 愛媛 fuji35954 

北河原橋  埼玉 fuji26890 

北河原橋  福島 fuji41641 

北河内橋  三重 fuji30042 

北河内橋  徳島 fuji29705 

北河内橋  福岡 fuji03139 

北海橋   北海 fuji45059 

北海道橋  静岡 fuji45348 

北垣外橋  長野 fuji39713 

北垣内橋  福井 fuji07764 

北葛沢橋  長野 fuji15693 

北鴨橋   香川 fuji43011 

北幾春橋  北海 fuji51149 



 １３７ 

北亀津橋  広島 fuji07034 

北桔橋   東京 fuji20326 

北久保架道橋   fuji42237 

北久保谷橋 徳島 fuji37477 

北共栄橋  北海 fuji53566 

北境川橋  群馬 fuji21356 

北橋    愛知 fuji34714 

北橋    京都 fuji33233 

北橋    群馬 fuji17615 

北橋    大阪 fuji46755 

北橋    和歌 fuji09043 

北橋（←大谷橋）  

徳島 fuji35069 

北橋（明治橋） 沖縄 fuji33980 

北興跨線橋 北海 fuji47019 

北郷１条橋  北海 fuji53160 

北郷支流橋 北海 fuji50358 

北錦町高架橋 大阪 fuji24363 

北九条橋  北海 fuji35493 

北九線２号橋 北海 fuji47035 

北釧橋   北海 fuji49035 

北群馬橋  群馬 fuji31974 

北見橋   北海 fuji48285 

北原橋   宮崎 fuji33435 

北原橋   宮城 fuji02278 

北原橋   香川 fuji34092 

北原橋   島根 fuji28729 

北原橋   福島 fuji47267 

北原橋   北海 fuji52646 

北原橋（上の橋）  

長野 fuji03309 

北五線橋  北海 fuji39324 

北五番橋  北海 fuji53158 

北五味塚橋 三重 fuji07183 

北五味塚橋 三重 fuji28187 

北口屋橋  鹿児 fuji01385 

北口橋   京都 fuji07510 

北向下タ橋  青森 fuji09698 

北向架道橋 福島 fuji44289 

北向橋   宮城 fuji02292 

北向橋   青森 fuji44052 

北向沢橋  山梨 fuji41245 

北好間橋  福島 fuji10481 

北幸橋   神奈 fuji35349 

北幸橋   福島 fuji11045 

北港運河橋 大阪 fuji19796 

北港新橋  大阪 fuji27672 

北港大橋  大阪 fuji29569 

北高井高架橋   fuji45858 

北高井第一避溢橋 fuji46042 

北高井第二避溢橋 fuji46043 

北高南橋  山梨 fuji34042 

北国街道橋 滋賀 fuji45399 

北国街道跨線橋(新寿橋)  

長野 fuji24599 

北国橋   滋賀 fuji05423 

北佐古橋  徳島 fuji17470 

北桜橋   東京 fuji02901 

北三条橋  北海 fuji11158 

北三番橋  北海 fuji38093 

北山ダム吊橋 佐賀 fuji43137 

北山橋   愛知 fuji20603 

北山橋   岐阜 fuji06046 

北山橋   佐賀 fuji28912 

北山跨線橋 岩手 fuji52776 

北山大橋  京都 fuji42965 

北山大橋  奈良 fuji49534 

北四号橋  北海 fuji51148 

北四番橋  北海 fuji45491 

北市川橋  青森 fuji29379 

北車馬門橋 福岡 fuji35273 

北十間川橋 東京 fuji09907 

北十四号橋 北海 fuji45039 

北十七号橋 北海 fuji49683 

北十二号橋 北海 fuji49682 

北所橋   兵庫 fuji08878 

北小牛田橋 宮城 fuji52069 

北小橋   兵庫 fuji32963 

北小原橋  奈良 fuji33394 

北小谷橋  長野 fuji12830 

北小田原架道橋  

宮城 fuji44268 

北松沢橋  福島 fuji37395 

北沼橋   東京 fuji02786 

北上橋   新潟 fuji06404 

北上江堀架道橋  

宮城 fuji06030 

北上川橋  岩手 fuji12957 

北上川橋  宮城 fuji29573 

北上川橋（日形橋）  

岩手 fuji21735 

北上川舟橋(新山舟橋) 

 岩手 fuji00429 

 

北上大橋（弥栄橋・薄衣橋） 

岩手 fuji28987 

北城橋   群馬 fuji22262 

北条橋   大阪 fuji20384 

北条橋   長野 fuji08845 

北信橋   富山 fuji35041 

北新井橋  福島 fuji53758 

北新橋   京都 fuji16893 

北新橋   東京 fuji21379 

北新町橋  大阪 fuji29077 

北須賀橋  徳島 fuji51841 

北水橋   北海 fuji39898 

北水流平橋 宮崎 fuji35695 

北瀬戸河原橋 京都 fuji44556 

北清水橋  愛知 fuji30150 

北清水川橋 山形 fuji29388 

北仙山橋  福井 fuji36175 

北千束一の橋 東京 fuji38133 

北千束橋  東京 fuji51797 

北川架道橋 埼玉 fuji53626 

北川橋   愛媛 fuji16826 

北川橋   宮崎 fuji16830 

北川橋   香川 fuji20518 

北川橋   高知 fuji23834 

北川橋   滋賀 fuji06528 

北川橋   千葉 fuji12462 

北川橋   徳島 fuji10510 

北川橋   福井 fuji14802 

北川橋   和歌 fuji24271 

北川橋（小巖橋） 

 山形 fuji03688 

北川原橋  宮城 fuji02961 

北川原橋  三重 fuji09661 

北川跨線橋 青森 fuji49930 

北川大橋  高知 fuji12643 

北川内一号橋 長崎 fuji30868 

北川内五号橋 長崎 fuji30119 

北川内三号橋 長崎 fuji30117 

北川内四号橋 長崎 fuji30118 

北川内二号橋 長崎 fuji28969 

北浅川高架 東京 fuji51536 

北線橋   北海 fuji31399 

北船見橋  東京 fuji03864 

北村橋   北海 fuji40982 

北代田橋  群馬 fuji21596 

北台木橋  福島 fuji27821 

北大橋   岩手 fuji51219 

北大阪線跨線橋  

大阪 fuji53682 

北大道橋  大阪 fuji39260 

北大畑橋  東京 fuji33192 

北大路橋  京都 fuji16402 

北沢橋   宮城 fuji52523 

北沢橋   長野 fuji04684 

北沢橋   北海 fuji41178 

北辰橋   北海 fuji39175 

北巽橋   大阪 fuji43893 

北谷一の橋 神奈 fuji32235 

北谷橋   岡山 fuji08889 

北谷橋   埼玉 fuji09653 

北谷橋   神奈 fuji45931 

北谷橋   鳥取 fuji05564 

北谷橋   徳島 fuji12309 

北谷三の橋 神奈 fuji32799 

北谷川橋  香川 fuji16957 

北谷第一橋 和歌 fuji41420 

北谷第三橋 和歌 fuji41422 

北谷第二橋 和歌 fuji41421 

北谷中央橋 徳島 fuji47727 

北谷二の橋 神奈 fuji32236 

北地橋   香川 fuji53706 

北地上橋一号橋  

徳島 fuji31005 

北池洞橋  長野 fuji45654 

北中学校橋 大分 fuji44173 

北中橋   北海 fuji48874 

北中橋   和歌 fuji10360 

北町橋   愛媛 fuji18862 

北辻橋（撞木橋）  

東京 fuji00341 

北天神橋  長野 fuji13908 

北殿橋   長野 fuji14292 

北田井ノ瀬橋 和歌 fuji32510 

北電菊水橋 北海 fuji50348 

北電用水路橋 北海 fuji42504 

北斗橋   北海 fuji45236 

北都橋   北海 fuji46859 

北都塚橋  山梨 fuji39627 

北島橋   和歌 fuji02177 

北島避溢橋   fuji46394 

北内橋   徳島 fuji25411 

北南橋   鹿児 fuji22438 

北二線橋  北海 fuji48262 

北二番橋  北海 fuji51510 

北之橋   東京 fuji04141 

北之橋   東京 fuji32933 

北之山橋  大阪 fuji34512 

北之町橋  岡山 fuji36006 

北泊橋   長崎 fuji03103 

北白川橋  宮城 fuji12537 

北迫橋   福島 fuji41206 

北迫川橋  福島 fuji07987 

北八号橋  北海 fuji42106 

北八号東橋 北海 fuji52040 

北美瑛橋  北海 fuji49737 

北氷川橋  東京 fuji24479 

北品川橋  東京 fuji17915 

北浜橋   徳島 fuji33955 

北浜橋   北海 fuji14934 

北伏古七線橋 北海 fuji45040 

北平井橋  東京 fuji24278 

北平橋   大分 fuji45822 

北平川橋  大分 fuji48825 

北方貨物線跨線橋  

大阪 fuji23789 

北方貨物線跨線橋南取付高 

架橋   大阪 fuji24286 

北方橋   鹿児 fuji16124 

北方高架橋 愛知 fuji51292 

北豊島橋  東京 fuji46340 

北牧橋   群馬 fuji01843 

北堀橋   東京 fuji29208 

北幌加橋  北海 fuji36974 

北幌橋   北海 fuji43337 

北又橋   和歌 fuji27050 

北明治橋  沖縄 fuji30297 

北目橋   山形 fuji07351 

北門橋   大分 fuji17489 

北門前橋  滋賀 fuji28672 

北野架道橋 大阪 fuji37728 

北野橋   愛知 fuji08958 

北野橋   山口 fuji38063 

北野橋   静岡 fuji24038 

北野橋   長野 fuji28859 

北野橋   東京 fuji29067 

北野橋   富山 fuji28629 

北野橋   兵庫 fuji52487 

北野橋   和歌 fuji21756 

北野跨線橋 大阪 fuji18660 

北野高架橋 大阪 fuji42760 

北野上橋  和歌 fuji34363 

北野田橋  大分 fuji50614 

北由布川橋 大分 fuji03667 

北落合橋  北海 fuji36908 

北利根橋  茨城 fuji23637 

北里橋   熊本 fuji34306 

北里橋   北海 fuji52765 

北陸線跨線橋 滋賀 fuji45400 

北竜橋   北海 fuji44794 

北六線橋  北海 fuji51189 

北杣橋   滋賀 fuji09975 

北條跨線橋 茨城 fuji47654 

北糀谷橋  東京 fuji28456 

北菫橋   大阪 fuji38025 

墨川橋   岡山 fuji21241 

墨田橋   東京 fuji12590 

墨俣橋   岐阜 fuji23642 

墨名陸橋  千葉 fuji19305 

朴ノ木橋   高知 fuji44635 

朴の木橋  長野 fuji35676 

朴橋    愛媛 fuji43018 

朴木（沢）橋 山形 fuji03541 

朴木沢川橋 山形 fuji10216 

牧ケ谷橋  静岡 fuji40111 

牧の地橋  長崎 fuji50817 

牧園橋   鹿児 fuji53142 

牧橋    岐阜 fuji29237 

牧橋    大分 fuji05102 

牧原橋   大分 fuji20461 

牧戸橋   長崎 fuji53395 

牧口橋   群馬 fuji02533 

牧口橋   滋賀 fuji25381 

牧口橋   大分 fuji05349 

牧港橋   沖縄 fuji00732 

牧山架道橋 福岡 fuji46003 

牧場一号橋 北海 fuji52686 

牧場橋   福島 fuji14279 

牧場橋   北海 fuji16980 

牧場二号橋 香川 fuji38215 

牧水橋   北海 fuji49705 

牧瀬川橋  佐賀 fuji08351 

牧川橋   京都 fuji05757 

牧川橋   熊本 fuji01422 

牧田川橋  岐阜 fuji12810 

牧島橋   長崎 fuji39686 

牧島橋   長野 fuji02934 

牧野橋   千葉 fuji42546 

牧野橋   富山 fuji32813 

牧野橋   北海 fuji46525 

牧野川橋  滋賀 fuji22340 

睦橋    岐阜 fuji24025 

睦橋    広島 fuji32998 

睦橋    三重 fuji38460 

睦橋    山形 fuji21675 



 １３８ 

睦橋    山口 fuji34743 

睦橋    神奈 fuji19970 

睦橋    青森 fuji41318 

睦橋    静岡 fuji52917 

睦橋    大阪 fuji48014 

睦橋    長野 fuji22768 

睦橋    東京 fuji09739 

睦橋    北海 fuji16364 

睦橋→（旭橋） 島根 fuji36339 

睦月橋   新潟 fuji48091 

睦月橋   北海 fuji51131 

睦合橋   山形 fuji12965 

睦合今泉橋 秋田 fuji32214 

睦美橋   山口 fuji41317 

睦美橋   山梨 fuji30086 

睦美橋（豊年橋）  

北海 fuji46096 

堀ケ生橋  高知 fuji29853 

堀の内橋  山形 fuji31510 

堀の内橋  東京 fuji09654 

堀越橋   広島 fuji31942 

堀越橋   山口 fuji38499 

堀越橋   徳島 fuji43302 

堀株川橋  北海 fuji46827 

堀貫橋   千葉 fuji23965 

堀詰橋   和歌 fuji06190 

堀橋    長野 fuji12972 

堀口橋   東京 fuji19512 

堀江橋   香川 fuji12167 

堀江橋（→玉江橋）  

大阪 fuji00455 

堀合橋   神奈 fuji50247 

堀込橋   茨城 fuji38396 

堀差橋   青森 fuji03761 

堀山橋   香川 fuji47961 

堀初橋   大阪 fuji21198 

堀上跨線橋 大阪 fuji15420 

堀場前橋  和歌 fuji13171 

堀切架道橋 新潟 fuji12486 

堀切眼鏡橋 福岡 fuji10652 

堀切橋   愛媛 fuji10285 

堀切橋   宮城 fuji34885 

堀切橋   熊本 fuji08362 

堀切橋   広島 fuji49148 

堀切橋   埼玉 fuji25680 

堀切橋   三重 fuji13672 

堀切橋   滋賀 fuji10580 

堀切橋   大分 fuji42468 

堀切橋   長野 fuji24969 

堀切橋   東京 fuji17619 

堀切橋   富山 fuji28933 

堀切橋   福島 fuji13522 

堀切小橋  東京 fuji15995 

堀切川橋  三重 fuji29962 

堀切川橋  滋賀 fuji10499 

堀切沢橋  神奈 fuji16226 

堀川ケーブル橋  

愛知 fuji49528 

堀川丸太町橋 京都 fuji12903 

堀川橋   愛知 fuji04899 

堀川橋   愛媛 fuji06835 

堀川橋   茨城 fuji08458 

堀川橋   京都 fuji02644 

堀川橋   熊本 fuji02863 

堀川橋   広島 fuji15293 

堀川橋   香川 fuji48966 

堀川橋   山口 fuji24463 

堀川橋   山梨 fuji27256 

堀川橋   大阪 fuji12078 

堀川橋   長崎 fuji05587 

堀川橋   島根 fuji26743 

堀川橋   富山 fuji18790 

堀川橋   福井 fuji07762 

堀川橋   福岡 fuji25197 

堀川橋   福島 fuji09719 

堀川橋   兵庫 fuji01193 

堀川橋（乙姫橋・太鼓橋）  

宮崎 fuji09507 

堀川口橋  愛知 fuji19794 

堀川第一橋（中立売橋）  

京都 fuji01903 

堀川第二橋（下立売橋）  

京都 fuji02038 

堀替橋   石川 fuji47681 

堀端橋   愛知 fuji24788 

堀田橋   京都 fuji20138 

堀田橋   熊本 fuji34303 

堀田橋   群馬 fuji25939 

堀田橋   山口 fuji33537 

堀田橋   長野 fuji22622 

堀田橋   北海 fuji35014 

堀内橋   岩手 fuji49206 

堀内橋   山形 fuji36067 

堀内跨線橋 岩手 fuji51216 

堀内大橋（沢橋）  

岩手 fuji53956 

堀南第二橋 徳島 fuji13075 

堀之内橋  新潟 fuji46663 

堀之内橋  静岡 fuji23327 

堀野橋   山形 fuji13347 

堀留橋   愛知 fuji11833 

堀留橋   東京 fuji19851 

幌延橋   北海 fuji43395 

幌加橋   北海 fuji43723 

幌加石狩橋 北海 fuji35318 

幌加内川橋 北海 fuji20952 

幌寒橋   北海 fuji35185 

幌去橋   北海 fuji39823 

幌光橋   北海 fuji19490 

幌向橋   北海 fuji05463 

幌糠橋   北海 fuji40980 

幌似橋   北海 fuji42327 

幌新橋   北海 fuji37843 

幌水橋   北海 fuji26810 

幌成橋   北海 fuji48468 

幌雪裡橋  北海 fuji49738 

幌倉橋   北海 fuji53152 

幌中橋   北海 fuji42825 

幌内越橋  北海 fuji43057 

幌内橋   北海 fuji21663 

幌内川橋  北海 fuji18545 

幌内太橋（→空知橋）  

北海 fuji04305 

幌内太橋（→空知橋）  

北海 fuji04937 

幌平橋   北海 fuji19243 

幌別駅人道跨線橋  

北海 fuji47234 

幌別橋   北海 fuji05459 

幌別川橋  北海 fuji12444 

幌萌橋   北海 fuji37836 

幌満一号橋 北海 fuji30829 

幌満橋   北海 fuji27730 

幌満五号橋 北海 fuji31016 

幌満三号橋 北海 fuji31015 

幌満二号橋 北海 fuji30830 

幌毛志橋  北海 fuji51146 

奔仁橋   北海 fuji47609 

奔美唄橋  北海 fuji36303 

奔別橋   北海 fuji32542 

奔別川橋  北海 fuji51095 

奔幌内橋（←吉備橋）  

北海 fuji19019 

奔流一号橋 北海 fuji48299 

奔留辺志部橋 北海 fuji33176 

本奥戸橋  東京 fuji23595 

本河内高部貯水池内石橋  

長崎 fuji01643 

本河内低部堰堤放水路橋  

長崎 fuji09493 

本丸眼鏡橋 長崎 fuji01461 

本丸橋   滋賀 fuji11846 

本宮橋   秋田 fuji47775 

本宮橋（めがね橋）  

福島 fuji03986 

本宮山橋  愛知 fuji24046 

本宮新橋  愛知 fuji49856 

本宮第一中学校架道橋  

福島 fuji42707 

本橋    京都 fuji19571 

本橋（元橋） 山口 fuji28214 

本郷架道橋 福井 fuji15927 

本郷橋   愛知 fuji06524 

本郷橋   岩手 fuji25887 

本郷橋   岐阜 fuji44734 

本郷橋   群馬 fuji27838 

本郷橋   広島 fuji18126 

本郷橋   埼玉 fuji21045 

本郷橋   三重 fuji10269 

本郷橋   山形 fuji23115 

本郷橋   秋田 fuji07541 

本郷橋   神奈 fuji19642 

本郷橋   島根 fuji16406 

本郷橋   東京 fuji29886 

本郷橋   福井 fuji35432 

本郷橋   兵庫 fuji40615 

本郷橋   北海 fuji39168 

本郷新大橋 福井 fuji42916 

本郷川橋  山口 fuji17999 

本郷川橋  島根 fuji11344 

本郷大橋  岡山 fuji32261 

本郷大橋  広島 fuji51475 

本郷大橋  鳥取 fuji49873 

本郷大橋  福井 fuji01041 

本郷入口橋 山梨 fuji32941 

本銀橋   東京 fuji17890 

本五橋   大阪 fuji36738 

本御門橋  鹿児 fuji00803 

本広寺橋  静岡 fuji44921 

本合海橋  山形 fuji03974 

本合海大橋 山形 fuji25599 

本今町橋  岐阜 fuji45664 

本山橋   香川 fuji06996 

本山橋   高知 fuji26154 

本山橋   佐賀 fuji07422 

本山橋   鳥取 fuji49616 

本山跨線橋 福島 fuji40198 

本山寺橋  香川 fuji47528 

本山川橋  佐賀 fuji08347 

本宿橋   東京 fuji24324 

本宿跨線道路橋  

神奈 fuji46033 

本宿高架橋 愛知 fuji53435 

本所橋   香川 fuji45798 

本所高架橋 静岡 fuji53434 

本所堺橋  東京 fuji21609 

本所三之橋 東京 fuji18532 

本小屋橋  宮城 fuji42532 

本庄橋   宮崎 fuji38055 

本庄橋   広島 fuji47939 

本庄橋   佐賀 fuji46506 

本庄橋   滋賀 fuji08205 

本庄橋   鳥取 fuji11652 

本庄江橋  佐賀 fuji45471 

本庄石橋  大分 fuji16113 

本庄中野町架道橋  

大阪 fuji23812 

本城橋   茨城 fuji20830 

本城橋   鹿児 fuji51727 

本城橋   栃木 fuji43094 

本城川橋  鹿児 fuji41125 

本城陸橋  山形 fuji14494 

本森橋   北海 fuji18946 

本陣橋   福岡 fuji17593 

本川橋   愛媛 fuji17060 

本川橋   広島 fuji02372 

本川橋   山口 fuji34078 

本川橋   新潟 fuji26378 

本川橋（猫屋橋）  

広島 fuji00104 

本川口橋  長崎 fuji05589 

本泉橋   熊本 fuji31723 

本泉寺橋  広島 fuji41428 

本線橋   北海 fuji43356 

本巣橋（御桑橋）  

岐阜 fuji03903 

本荘跨線橋 岐阜 fuji24727 

本荘大橋（古雪橋）  

秋田 fuji48075 

本村橋   熊本 fuji08363 

本村橋   香川 fuji27204 

本村橋   高知 fuji36012 

本村橋   神奈 fuji48908 

本村橋   東京 fuji19250 

本村橋   徳島 fuji29979 

本大橋   長崎 fuji25209 

本沢橋   山形 fuji22237 

本沢橋   長野 fuji11727 

本沢橋   北海 fuji31086 

本沢橋（→ほたる橋）  

栃木 fuji19674 

本谷橋   広島 fuji36745 

本谷橋   長野 fuji38683 

本谷橋   島根 fuji28129 

本谷橋   徳島 fuji15258 

本谷橋   福島 fuji15569 

本谷昭和橋 宮崎 fuji19183 

本谷川橋  愛媛 fuji42783 

本谷川第四水路橋  

鳥取 fuji16556 

本町橋   愛知 fuji11953 

本町橋   愛媛 fuji30858 

本町橋   宮崎 fuji19791 

本町橋   宮城 fuji03520 

本町橋   香川 fuji41778 

本町橋   滋賀 fuji00594 

本町橋   秋田 fuji31859 

本町橋   大阪 fuji00695 

本町橋   長野 fuji07389 

本町橋   兵庫 fuji37036 

本町橋   北海 fuji35314 

本町橋（→小戸之橋）  

宮崎 fuji28972 

本町橋（亀橋） 香川 fuji05449 

本町高架橋 千葉 fuji48646 

本町川大橋 宮城 fuji00712 

本津川橋  香川 fuji07419 

本通橋   北海 fuji38087 

本田橋   宮城 fuji02225 

本田橋   埼玉 fuji04352 

本田橋   秋田 fuji14594 

本田橋   石川 fuji39039 

本田橋   東京 fuji23467 

本田橋   北海 fuji48478 

本田第一橋 静岡 fuji53333 

本田第二橋 静岡 fuji53196 

本渡の大石橋（祇園橋）  

熊本 fuji01171 



 １３９ 

本渡橋   熊本 fuji29996 

本渡橋   広島 fuji06749 

本堂川橋  長崎 fuji30977 

本堂尾橋  大分 fuji46509 

本道海橋  山形 fuji02913 

本道橋   青森 fuji02257 

本内橋   岩手 fuji17253 

本畑橋   京都 fuji11334 

本八重橋  宮崎 fuji41308 

本尾花橋  東京 fuji24914 

本富士見橋 埼玉 fuji17009 

本仏沢橋  宮城 fuji13819 

本別橋   北海 fuji23894 

本別川橋  北海 fuji11579 

本別大橋  北海 fuji34404 

本牧Ａ陸橋  神奈 fuji52469 

本牧Ｂ陸橋  神奈 fuji52470 

本牧大橋  神奈 fuji49549 

本牧陸橋  神奈 fuji50980 

本幌別橋  北海 fuji42126 

本名橋   福島 fuji35191 

本明橋   長崎 fuji04627 

本明川橋  長崎 fuji25799 

本木橋   宮城 fuji50199 

本木跨線橋 青森 fuji49049 

本野原跨線橋 愛知 fuji50270 

本与板橋  新潟 fuji47676 

本流一号橋 北海 fuji41616 

本流橋   北海 fuji30303 

本流二号橋 北海 fuji41617 

本輪西跨線橋 北海 fuji39999 

本輪西川橋 北海 fuji17845 

 

… マ … 
 

摩耶大橋  兵庫 fuji48036 

摩利支天架道橋  

東京 fuji35341 

磨墨橋   栃木 fuji49242 

魔利志天橋 東京 fuji17906 

麻ノ尻橋   石川 fuji47843 

麻扱場橋  熊本 fuji01811 

麻衣橋   徳島 fuji26324 

麻崎橋   宮城 fuji02268 

麻生橋   岐阜 fuji17663 

麻生橋   山口 fuji45869 

麻生谷橋  岐阜 fuji50577 

麻生津橋  和歌 fuji15183 

麻生津川橋 福井 fuji17550 

麻生野橋  岐阜 fuji41705 

麻績川橋  長野 fuji08680 

麻畑橋   宮城 fuji48882 

麻布橋   北海 fuji14275 

埋田橋   神奈 fuji49986 

妹川橋   滋賀 fuji04012 

妹内橋   茨城 fuji44694 

妹背牛橋  北海 fuji37671 

妹背牛跨線橋 北海 fuji51349 

妹背橋   鹿児 fuji01271 

妹背橋   奈良 fuji46209 

妹背橋   和歌 fuji04820 

妹尾川橋  岡山 fuji24145 

枚田橋(前田橋)  

神奈 fuji08823 

枚方大橋  大阪 fuji21878 

毎山一の橋 長崎 fuji42645 

毎山二の橋 長崎 fuji42646 

槙尾大橋  新潟 fuji52553 

槙平橋   大阪 fuji21438 

幕張高架橋 千葉 fuji52458 

幕張第一号架道橋  

千葉 fuji53192 

幕別橋   北海 fuji36544 

幕別跨線橋 北海 fuji48463 

枕橋    岡山 fuji25124 

枕橋    東京 fuji06705 

枕橋    福岡 fuji20811 

枕橋（源森橋） 東京 fuji00360 

枕橋橋   東京 fuji22947 

枕瀬橋   三重 fuji26301 

枕瀬橋   静岡 fuji04320 

枕瀬橋   島根 fuji43653 

柾渕橋   長崎 fuji32278 

鱒見橋   奈良 fuji47138 

鱒見橋   北海 fuji33721 

鱒渕橋   岐阜 fuji25481 

桝屋橋   東京 fuji21701 

桝形橋   岐阜 fuji12274 

俣瀬橋   鹿児 fuji36966 

俣渡橋   山梨 fuji40092 

俣野川橋  鳥取 fuji16256 

又原橋（新甘木橋）  

福岡 fuji47970 

又口橋   神奈 fuji46671 

又住橋   東京 fuji49257 

又十郎橋  青森 fuji03763 

又土橋   長野 fuji02804 

又土橋   東京 fuji29529 

末の松山橋 宮城 fuji34407 

末永橋   三重 fuji30279 

末永橋   北海 fuji47748 

末吉宮磴道橋 沖縄 fuji00076 

末吉橋   沖縄 fuji27377 

末吉橋   神奈 fuji00714 

末吉橋   大阪 fuji00682 

末吉石橋  沖縄 fuji14145 

末吉北部水管橋  

神奈 fuji50979 

末光橋   福岡 fuji51483 

末口橋   愛媛 fuji16823 

末広橋   宮城 fuji33115 

末広橋   広島 fuji34626 

末広橋   三重 fuji17561 

末広橋   山口 fuji01264 

末広橋   秋田 fuji32778 

末広橋   神奈 fuji29654 

末広橋   千葉 fuji37208 

末広橋   鳥取 fuji18298 

末広橋   東京 fuji19248 

末広橋   兵庫 fuji50282 

末広橋   北海 fuji39894 

末広川橋  大分 fuji13888 

末広陸橋  群馬 fuji53608 

末国橋   福井 fuji42410 

末成橋   東京 fuji26753 

末川橋   宮城 fuji42357 

末代橋   岩手 fuji47051 

末沢橋   山形 fuji53756 

末沢橋   新潟 fuji35195 

末武橋   山口 fuji41018 

万栄橋   山梨 fuji34165 

万延橋   群馬 fuji01523 

万屋橋   東京 fuji21690 

万関橋   長崎 fuji08715 

万願寺橋  福井 fuji37429 

万騎橋   神奈 fuji45318 

万吉橋（→大宮橋）  

香川 fuji17108 

万久里橋  兵庫 fuji45195 

万橋    大分 fuji15669 

万橋    東京 fuji01955 

万金橋   大分 fuji21516 

万郡沢橋  長野 fuji12149 

万古橋   秋田 fuji50523 

万古川橋  長野 fuji27547 

万江川橋  熊本 fuji08903 

 

万江川第一支流橋  

熊本 fuji10963 

万江川本流橋 熊本 fuji10962 

万国橋   宮城 fuji24305 

万国橋   新潟 fuji33898 

万国橋   神奈 fuji09873 

万国博４号橋 大阪 fuji52444 

万国博９号橋 大阪 fuji52288 

万才橋   高知 fuji52208 

万才橋   徳島 fuji13986 

万才橋   北海 fuji50184 

万歳橋   熊本 fuji15265 

万歳橋   香川 fuji01297 

万歳橋   山口 fuji01341 

万歳橋   大阪 fuji48401 

万歳橋   大分 fuji02040 

万歳橋   長崎 fuji04625 

万歳橋   長野 fuji03892 

万歳橋   奈良 fuji35562 

万歳橋   福島 fuji04698 

万歳橋（与賀神社の橋）  

佐賀 fuji00173 

万歳大橋  長野 fuji22628 

万治橋   神奈 fuji20061 

万治沢橋  長野 fuji11716 

万寿庵橋  山口 fuji14122 

万寿橋   岐阜 fuji52140 

万寿橋（下谷の石橋）  

山口 fuji14123 

万寿寺橋  京都 fuji11159 

万助橋   東京 fuji44072 

万丈橋   三重 fuji49529 

万城平田橋 宮崎 fuji17600 

万場橋   岐阜 fuji01872 

万場小橋  愛知 fuji19563 

万場大橋  愛知 fuji19923 

万水橋   長野 fuji10263 

万翠橋   北海 fuji37933 

万世橋   京都 fuji07037 

万世橋   埼玉 fuji23959 

万世橋   山形 fuji03689 

万世橋   新潟 fuji44484 

万世橋   青森 fuji35657 

万世橋   静岡 fuji10879 

万世橋   東京 fuji01902 

万世橋   北海 fuji39437 

万世橋（→大正橋）  

福島 fuji09713 

万世橋（←吾嬬橋）  

山形 fuji02990 

万世橋（←昌平橋）  

東京 fuji09492 

万世橋架道橋 東京 fuji19951 

万世橋高架橋 東京 fuji12375 

万瀬橋   愛知 fuji40407 

万生橋   群馬 fuji53764 

万盛橋   新潟 fuji43826 

万盛橋   神奈 fuji18783 

万石橋   愛知 fuji15177 

万石橋   宮城 fuji24665 

万石橋   秋田 fuji03536 

万膳川橋  鹿児 fuji09588 

万代橋   茨城 fuji15086 

万代橋   岩手 fuji12426 

万代橋   岐阜 fuji11741 

万代橋   京都 fuji35141 

万代橋   広島 fuji02839 

万代橋   三重 fuji07188 

万代橋   新潟 fuji04988 

万代橋   神奈 fuji19960 

万代橋   千葉 fuji20320 

万代橋   大阪 fuji33236 

万代橋   富山 fuji34623 

万代橋   福島 fuji11912 

万代橋   北海 fuji39321 

万代橋（→大渡橋）  

群馬 fuji01483 

万代橋（←村国橋）  

福井 fuji37990 

万代橋（眼鏡橋） 

 山形 fuji03690 

万代橋（大渡橋）  

群馬 fuji01669 

万代跨線橋 北海 fuji45232 

万滝橋   大分 fuji15017 

万町橋   岡山 fuji33770 

万二橋   北海 fuji51590 

万年橋   愛媛 fuji01206 

万年橋   茨城 fuji25839 

万年橋   岐阜 fuji24488 

万年橋   宮崎 fuji05592 

万年橋   群馬 fuji00475 

万年橋   埼玉 fuji21678 

万年橋   滋賀 fuji16858 

万年橋   鹿児 fuji01481 

万年橋   新潟 fuji02925 

万年橋   神奈 fuji14607 

万年橋   大阪 fuji48402 

万年橋   大分 fuji01549 

万年橋   長野 fuji03308 

万年橋   奈良 fuji30573 

万年橋   福岡 fuji19735 

万年橋   福島 fuji09725 

万年橋   北海 fuji11910 

万年橋（→鏡渡橋） 

 山梨 fuji26437 

万年橋（永代橋）  

長野 fuji01499 

万年橋（皿川橋）  

福井 fuji01242 

万年橋（大柳橋）  

東京 fuji07666 

万年橋（天津名橋）  

山梨 fuji23547 

万之河原橋 岩手 fuji17522 

万之瀬橋  鹿児 fuji00092 

万之瀬川橋 鹿児 fuji13294 

万能川橋  静岡 fuji05738 

万博１号橋（みのり橋）  

大阪 fuji50987 

万博２号橋（ゆたか橋）  

大阪 fuji51075 

万福寺橋  山口 fuji52193 

万福寺橋（財田橋）  

香川 fuji40434 

万葉橋   神奈 fuji33821 

万葉橋   長野 fuji48381 

万里橋   山形 fuji09352 

万里橋   神奈 fuji01834 

万里橋（←市橋）  

大分 fuji03114 

万里橋（山上橋）  

山形 fuji06688 

満ノ川橋   三重 fuji10822 

 

満願寺微妙橋 長野 fuji10569 

満喜谷橋  島根 fuji42982 

満行橋   群馬 fuji27842 

満歳橋   岡山 fuji17052 

満崎橋   宮城 fuji32545 

満作橋   滋賀 fuji39765 



 １４０ 

満寿橋   香川 fuji07529 

満水橋   静岡 fuji45365 

満倉川橋  愛媛 fuji38217 

満蔵院橋  神奈 fuji32796 

満沢橋   山形 fuji53264 

満鉄川崎埠頭昇開橋（日満埠 

頭昇開橋） 神奈 fuji24618 

満島橋   佐賀 fuji07530 

満濃大橋  香川 fuji52973 

満々暮橋  岩手 fuji35027 

 

… ミ … 
 

味ケ袋橋  宮城 fuji02696 

味井橋   岡山 fuji20618 

味舌橋   大阪 fuji45542 

味噌内橋  秋田 fuji20990 

味土野橋  京都 fuji40598 

味方橋   新潟 fuji05249 

味方橋（鰺潟橋）  

新潟 fuji23603 

味方避溢橋 京都 fuji09978 

未角橋   岩手 fuji32520 

未幸橋   大阪 fuji18296 

未申橋   長崎 fuji37494 

未続橋   福島 fuji42230 

未明橋   新潟 fuji05509 

箕ケ谷橋  大分 fuji09290 

箕の谷橋  大分 fuji44374 

箕浦橋   滋賀 fuji07401 

箕手橋   徳島 fuji32718 

箕地橋   岡山 fuji28534 

箕田橋   埼玉 fuji45267 

箕面川橋  大阪 fuji28281 

箕面川小橋 大阪 fuji29477 

箕面川大橋 大阪 fuji28282 

箕輪橋   山形 fuji51934 

箕輪橋   神奈 fuji20702 

箕輪橋   長野 fuji02131 

密語橋   福島 fuji06375 

湊（港）橋  神奈 fuji06802 

湊（港）大橋 静岡 fuji51026 

湊河（大）橋 香川 fuji40643 

湊橋    熊本 fuji05646 

湊橋    香川 fuji23829 

湊橋    鹿児 fuji35635 

湊橋    青森 fuji00485 

湊橋    千葉 fuji09738 

湊橋    大阪 fuji02825 

湊橋    島根 fuji25116 

湊橋    東京 fuji00425 

湊橋    富山 fuji01072 

湊橋    兵庫 fuji01591 

湊橋（→御成橋）  

静岡 fuji28336 

湊橋（港橋） 愛知 fuji01718 

湊川橋   香川 fuji06874 

湊川橋   高知 fuji49399 

湊川橋   鹿児 fuji01250 

湊川橋   千葉 fuji14187 

湊川橋   島根 fuji14813 

湊川橋   富山 fuji32656 

湊川橋   兵庫 fuji07201 

湊川新橋  兵庫 fuji06414 

湊川大橋  兵庫 fuji18297 

湊川陸橋  兵庫 fuji15654 

湊大橋   京都 fuji35794 

湊大橋（←関戸橋）  

茨城 fuji20566 

湊町橋   大阪 fuji13898 

湊町高架橋 千葉 fuji48160 

湊町高架橋第二  

千葉 fuji48351 

蓑島橋   福岡 fuji12645 

稔橋    岡山 fuji11110 

稔橋    北海 fuji33722 

妙応寺架道橋 岐阜 fuji05626 

妙音橋   東京 fuji18427 

妙我橋   大分 fuji53914 

妙義橋（下り） 群馬 fuji22255 

妙興寺高架橋   fuji45676 

妙興寺避溢橋   fuji46045 

妙見橋   愛媛 fuji16958 

妙見橋   熊本 fuji19877 

妙見橋   神奈 fuji17012 

妙見橋   青森 fuji23093 

妙見橋   大分 fuji07967 

妙見橋   島根 fuji48410 

妙見橋   東京 fuji40717 

妙見大橋（下松跨線橋）  

山口 fuji33775 

妙寺橋   和歌 fuji13684 

妙法寺川橋 兵庫 fuji11750 

民部田橋  岩手 fuji22212 

眠谷橋   徳島 fuji41429 

 

… ム … 
 

夢の浮橋  京都 fuji00516 

夢前橋   兵庫 fuji03347 

夢前川橋  兵庫 fuji26660 

夢想橋   福島 fuji40361 

夢想吊橋  静岡 fuji31979 

夢野橋   兵庫 fuji08876 

無意根大橋 北海 fuji50972 

無加橋   北海 fuji12563 

無加川橋  北海 fuji12003 

無串橋   宮城 fuji02304 

無固川橋  熊本 fuji07067 

無垢橋   岡山 fuji15503 

無佐沢川橋 長野 fuji12143 

無際橋   岐阜 fuji00081 

無数河橋  岐阜 fuji30593 

無地内橋  岩手 fuji40027 

無地内川橋 岩手 fuji17255 

無渡橋   岐阜 fuji37568 

無念橋   栃木 fuji00419 

無名一号橋 群馬 fuji31517 

無名橋   茨城 fuji24427 

無名橋   岐阜 fuji14411 

無名橋   埼玉 fuji24897 

無名橋   滋賀 fuji29967 

無名橋   東京 fuji00852 

無名橋   富山 fuji29223 

無名橋（→第二御料橋）  

北海 fuji18333 

無名第一水路橋  

岐阜 fuji14412 

無名第二水路橋  

岐阜 fuji14413 

無名六号橋 埼玉 fuji23141 

無量橋   福島 fuji38395 

無量寺門前橋 熊本 fuji00629 

牟岐橋   徳島 fuji27086 

牟岐川橋  徳島 fuji30455 

牟岐大川橋 徳島 fuji12717 

牟久呂沢橋   fuji08306 

牟礼橋   香川 fuji47533 

牟礼橋   東京 fuji00802 

牟礼橋（鳥居新橋）  

長野 fuji38781 

牟礼川橋  香川 fuji12063 

霧の沢橋  大分 fuji49420 

霧久保橋  埼玉 fuji36237 

霧橋    北海 fuji12998 

霧降橋   福井 fuji46594 

霧降大橋（所野橋）  

栃木 fuji46585 

霧生橋   三重 fuji26063 

霧積橋   群馬 fuji12430 

霧積川橋（碓氷第一橋）  

群馬 fuji06774 

霧多布橋  北海 fuji05211 

霧島橋   宮崎 fuji50832 

霧島橋   鹿児 fuji22440 

霧立橋   北海 fuji38966 

鵡川橋   北海 fuji07301 

鵡川橋   北海 fuji11204 

椋の木橋  佐賀 fuji53907 

椋栄橋   山口 fuji36291 

椋橋    大阪 fuji28283 

椋川橋   三重 fuji06053 

椋木橋   和歌 fuji09173 

椋野橋   山口 fuji31335 

 

… メ … 
 

冥加谷橋  徳島 fuji11881 

名越屋橋  高知 fuji41451 

名越橋   岩手 fuji02955 

名越橋   北海 fuji37930 

名越沢橋  群馬 fuji12015 

名屋陸橋  和歌 fuji40333 

名蓋川橋  宮城 fuji26835 

名貫橋   宮崎 fuji06225 

名貫川橋  宮崎 fuji15841 

名丸橋   岐阜 fuji42934 

名寄原野橋 北海 fuji34815 

名寄七線橋 北海 fuji35710 

名寄川橋  北海 fuji15330 

名寄大橋  北海 fuji25591 

名久井橋  青森 fuji14016 

名久田橋  群馬 fuji14393 

名桐橋（浦・下の石橋）  

熊本 fuji01333 

名栗川橋  埼玉 fuji17158 

名古ノ瀬橋  徳島 fuji11502 

名古屋ＩＣ橋 愛知 fuji51534 

名古屋駅高架橋  

愛知 fuji28072 

名古屋橋  佐賀 fuji05083 

名古山橋  長野 fuji04279 

名古瀬橋  愛媛 fuji29442 

名古曽橋  和歌 fuji18116 

名呉橋   大阪 fuji17329 

名護（古）屋橋 佐賀 fuji11467 

名護屋大橋（工事名玄海橋） 

佐賀 fuji50132 

名杭橋   和歌 fuji37911 

名港線乗越橋 愛知 fuji45389 

名高橋   山形 fuji15985 

名頃橋   徳島 fuji32449 

名皿部橋  岐阜 fuji31977 

名残橋   北海 fuji49745 

名残川橋  福岡 fuji51333 

名汐留橋（→蓬莱橋）  

東京 fuji02036 

名取橋   宮城 fuji02980 

名取橋   北海 fuji49439 

名取橋（中田橋）  

宮城 fuji04740 

名取川橋  宮城 fuji05128 

名取川避溢橋 宮城 fuji05127 

名取大橋  宮城 fuji43434 

名手橋   神奈 fuji44723 

名手谷川橋 和歌 fuji08702 

名乗橋   宮城 fuji02291 

名神架道橋（向日町架道橋） 

京都 fuji44876 

名須川橋  北海 fuji35881 

名石橋   北海 fuji52987 

名切橋   長崎 fuji02055 

名川橋   山形 fuji13504 

名倉橋   岐阜 fuji26205 

名倉橋   三重 fuji22076 

名倉橋   静岡 fuji30652 

名倉橋   福島 fuji08451 

名倉橋   和歌 fuji20725 

名草橋   山口 fuji37357 

名蔵橋   沖縄 fuji09196 

名蔵小橋  沖縄 fuji32184 

名蔵大橋  沖縄 fuji32185 

名滝橋   岐阜 fuji03614 

名田橋   徳島 fuji20734 

名島架道橋 福岡 fuji34863 

名島橋   福岡 fuji24558 

名島川橋  福岡 fuji17175 

名馬橋   千葉 fuji22272 

名無橋   北海 fuji14655 

名木沢橋  山形 fuji03175 

名野川橋  高知 fuji48145 

名里橋   大分 fuji18205 

名立橋   新潟 fuji23160 

名立川橋  新潟 fuji12504 

名立大橋  新潟 fuji42401 

名和川橋  鳥取 fuji09277 

明ケ沢橋  愛知 fuji53654 

明ケ洞橋  岐阜 fuji47101 

明ケ平橋  埼玉 fuji13031 

明ケ平橋  長野 fuji02000 

明安橋   愛媛 fuji07333 

明王橋   東京 fuji25989 

明王谷橋  滋賀 fuji42589 

明賀橋   広島 fuji33024 

明間橋   愛媛 fuji13914 

明亀橋（亀川の石橋）  

熊本 fuji04910 

明渠排水一号橋  

北海 fuji51600 

明鏡橋（大巻橋）  

山形 fuji06033 

明月橋   新潟 fuji48529 

明月橋   北海 fuji45032 

明見川橋  岡山 fuji17978 

明見陸橋  岡山 fuji17977 

明午橋   熊本 fuji01747 

明後沢川橋 岩手 fuji42355 

明光橋   和歌 fuji11160 

明合橋   三重 fuji47176 

明山橋   岐阜 fuji47868 

明寺橋   福井 fuji02237 

明治岡本井路橋  

大分 fuji12383 

明治橋   愛知 fuji09148 

明治橋   愛媛 fuji09333 

明治橋   岡山 fuji15702 

明治橋   沖縄 fuji04328 

明治橋   宮城 fuji10724 

明治橋   広島 fuji04838 

明治橋   香川 fuji48805 

明治橋   三重 fuji19700 

明治橋   滋賀 fuji11006 

明治橋   新潟 fuji06132 

明治橋   静岡 fuji04276 

明治橋   石川 fuji04790 

明治橋   大阪 fuji02582 

明治橋   大分 fuji09283 

明治橋   長崎 fuji02056 



 １４１ 

明治橋   長野 fuji07394 

明治橋   東京 fuji10327 

明治橋   徳島 fuji32596 

明治橋   奈良 fuji01879 

明治橋   福岡 fuji05208 

明治橋   福島 fuji52810 

明治橋   兵庫 fuji11015 

明治橋 北海 fuji31630 

明治橋（→大正橋）  

山口 fuji04840 

明治橋（←海老助橋）  

福井 fuji07570 

明治橋（←新山舟橋）  

岩手 fuji00366 

明治橋(南)  沖縄 fuji30503 

明治橋（北橋） 沖縄 fuji33980 

明治水門橋 宮城 fuji52777 

明治川橋  愛知 fuji05417 

明治大分分水路第三区水路 

橋    大分 fuji11179 

明七橋（→長良橋）  

岐阜 fuji02195 

明十橋   熊本 fuji02629 

明十橋   長野 fuji02668 

明新橋   福島 fuji22241 

明神橋   愛知 fuji16652 

明神橋   茨城 fuji50541 

明神橋   岡山 fuji22378 

明神橋   宮城 fuji02729 

明神橋   広島 fuji00473 

明神橋   香川 fuji11354 

明神橋   高知 fuji47538 

明神橋   三重 fuji22531 

明神橋   山形 fuji46582 

明神橋   山梨 fuji21399 

明神橋   鹿児 fuji39311 

明神橋   新潟 fuji00555 

明神橋   神奈 fuji32237 

明神橋   青森 fuji03758 

明神橋   長野 fuji11077 

明神橋   東京 fuji23322 

明神橋   徳島 fuji26687 

明神橋   栃木 fuji29937 

明神橋   福井 fuji22304 

明神橋   福島 fuji16499 

明神橋   和歌 fuji19096 

明神口橋  高知 fuji11994 

明神坂橋  東京 fuji17901 

明神社眼鏡橋 熊本 fuji01131 

明神川橋  香川 fuji20538 

明神川橋  高知 fuji52213 

明神川橋  山形 fuji38107 

明神川橋  富山 fuji18788 

明神第三橋 新潟 fuji48364 

明神第二橋 新潟 fuji48363 

明神第二号橋 静岡 fuji39073 

明星橋   北海 fuji42193 

明正井路一号幹線一号橋  

大分 fuji15021 

明正井路一号幹線二号橋  

大分 fuji16102 

明正井路合川補水第一水路 

橋    大分 fuji30583 

明正井路合川補水第二水路 

橋    大分 fuji30584 

明正井路徳田補水三号橋  

大分 fuji30907 

明正井路二号幹線一号橋  

大分 fuji16580 

明正井路二号幹線二号橋 

大分 fuji16581 

明正合川二号幹線三号橋  

大分 fuji30581 

明正合川二号幹線四号橋  

大分 fuji30582 

明静橋   茨城 fuji16298 

明石橋   東京 fuji00427 

明石橋   福井 fuji49833 

明石橋   北海 fuji33034 

明石高架橋 兵庫 fuji24761 

明石川橋  兵庫 fuji16748 

明石大橋  兵庫 fuji24641 

明石田橋  福岡 fuji11888 

明石陸橋  山口 fuji17996 

明前橋   宮崎 fuji26496 

明代橋   愛知 fuji14171 

明沢橋   山形 fuji21787 

明辰橋（太平橋）  

熊本 fuji17065 

明谷橋   石川 fuji42732 

明谷橋   徳島 fuji45200 

明智川拱橋 三重 fuji14117 

明津橋   長野 fuji29766 

明通橋   長野 fuji52433 

明田橋   京都 fuji47897 

明田橋   広島 fuji25139 

明渡橋   徳島 fuji43505 

明道橋   愛知 fuji12836 

明徳橋   愛知 fuji16624 

明徳橋   岐阜 fuji15636 

明徳橋   大分 fuji24207 

明徳寺川橋 愛知 fuji05014 

明篤橋   熊本 fuji05451 

明廿橋   熊本 fuji22424 

明八橋（←三丁目橋）  

熊本 fuji02209 

明豊橋   長崎 fuji03951 

明無瀬橋  熊本 fuji01232 

明野橋   北海 fuji33712 

明有橋   北海 fuji38819 

明里橋   福井 fuji11403 

明流橋   愛知 fuji17029 

明力橋   広島 fuji27079 

明林橋   長野 fuji49107 

明六橋   富山 fuji02793 

明六橋（→鳴鹿橋）  

新潟 fuji01925 

明和橋   東京 fuji41676 

明和橋   福島 fuji04918 

明和橋   北海 fuji37846 

明和三号橋 北海 fuji34139 

明和四号橋 北海 fuji34140 

明磧橋   大分 fuji05360 

銘石橋   北海 fuji47045 

鳴渦橋   長崎 fuji04229 

鳴海架道橋 愛知 fuji45740 

鳴橋    山口 fuji48113 

鳴戸橋   岡山 fuji15366 

鳴戸橋   青森 fuji49931 

鳴戸橋   大阪 fuji18652 

鳴合橋   宮城 fuji49510 

鳴子橋   宮崎 fuji06221 

鳴子川橋  宮崎 fuji16277 

鳴子川橋  京都 fuji07513 

鳴子川橋  大分 fuji34534 

鳴子大橋  宮城 fuji28562 

鳴鹿橋   新潟 fuji35270 

鳴鹿橋   福井 fuji02387 

鳴鹿橋（←明六橋）  

新潟 fuji01925 

鳴鹿大堰管理橋  

福井 fuji33079 

鳴鐘橋   兵庫 fuji47137 

鳴瀬橋   岐阜 fuji11495 

鳴瀬橋   宮城 fuji04340 

鳴瀬橋   群馬 fuji29527 

鳴瀬橋   佐賀 fuji51711 

鳴瀬橋   大分 fuji33281 

鳴瀬川橋  宮城 fuji06031 

鳴瀬川橋  山口 fuji20251 

鳴瀬川大橋 宮城 fuji04292 

鳴瀬大橋  宮城 fuji12573 

鳴清水橋  大分 fuji01763 

鳴線橋   北海 fuji49017 

鳴滝橋   京都 fuji28195 

鳴滝橋   山口 fuji16906 

鳴滝橋   大分 fuji16114 

鳴滝橋   長崎 fuji00313 

鳴沢橋   愛知 fuji24284 

鳴沢橋   群馬 fuji18066 

鳴沢橋   青森 fuji07338 

鳴鶴橋（→臥竜橋）  

岐阜 fuji04554 

鳴鶴橋（→落合橋）  

岐阜 fuji34708 

鳴渡橋   福岡 fuji52022 

鳴淵橋   福岡 fuji52024 

免谷橋   石川 fuji51657 

免谷橋   島根 fuji25486 

免田橋   熊本 fuji07219 

免田川橋  熊本 fuji17394 

免田大橋  石川 fuji48918 

免田第二橋 熊本 fuji48822 

免道架道橋 京都 fuji07508 

綿屋橋   大阪 fuji16284 

綿花橋   神奈 fuji19220 

綿森橋   京都 fuji16891 

綿打橋   熊本 fuji01106 

綿打橋   福岡 fuji08118 

綿打川橋  徳島 fuji08487 

綿袋橋   新潟 fuji42719 

綿田跨線橋   fuji43658 

面の子橋  島根 fuji41561 

面影橋   島根 fuji23850 

面影橋   東京 fuji00309 

面河橋   愛媛 fuji21488 

面坂橋   京都 fuji18639 

面瀬川橋  宮城 fuji40031 

面早流橋  宮崎 fuji48598 

面替橋   長野 fuji38685 

面谷橋   広島 fuji50427 

面谷橋   福井 fuji50947 

面天橋   群馬 fuji42880 

面無橋   長崎 fuji01665 

 

… モ … 
 

茂サンル橋  北海 fuji36656 

茂岩橋   北海 fuji28136 

茂岩橋   北海 fuji33636 

茂寄橋（→広尾橋）  

北海 fuji07300 

茂吉橋   奈良 fuji21461 

茂宮川橋  茨城 fuji20996 

茂左衛門橋 大阪 fuji29055 

茂左衛門前橋 東京 fuji03581 

茂市橋   岩手 fuji08448 

茂手橋   福島 fuji09964 

茂尻橋   新潟 fuji36802 

茂尻橋   北海 fuji51161 

茂森橋   東京 fuji21107 

茂瀬軽橋  北海 fuji35313 

茂雪裡橋  北海 fuji15902 

茂倉川橋  山梨 fuji41242 

茂沢川橋  群馬 fuji15786 

茂谷橋   岐阜 fuji07581 

茂築別橋  北海 fuji42310 

茂庭橋   宮城 fuji03515 

茂登里橋（戻橋）  

長野 fuji07955 

茂平橋   北海 fuji35418 

茂別橋   北海 fuji43747 

茂辺地橋  北海 fuji42308 

茂辺地川橋 北海 fuji21957 

茂木橋   長崎 fuji04630 

茂野島橋  静岡 fuji23195 

茂呂橋   群馬 fuji03853 

毛井橋   大分 fuji41307 

毛越寺の橋 岩手 fuji00046 

毛下橋   鹿児 fuji19895 

毛賀沢橋  長野 fuji04289 

毛見橋   長野 fuji03049 

毛見橋   栃木 fuji28159 

毛斯倫大橋 大阪 fuji42251 

毛朱間橋  北海 fuji43056 

毛沢橋   高知 fuji51695 

毛長橋   埼玉 fuji40371 

毛長堀橋  埼玉 fuji49808 

毛長落川橋 東京 fuji08460 

毛渡沢橋  新潟 fuji22967 

毛登別橋  北海 fuji29734 

毛馬橋   大阪 fuji13680 

毛白老橋  北海 fuji42115 

毛又橋   奈良 fuji32703 

毛呂川橋  埼玉 fuji24673 

盲川架道橋 和歌 fuji08696 

網引避溢橋 兵庫 fuji13873 

網掛橋   鹿児 fuji06760 

網掛川橋  鹿児 fuji09004 

網干大橋（揖保川大橋）  

兵庫 fuji39700 

網戸橋   栃木 fuji51632 

網取橋   山形 fuji44446 

網場中央橋 鹿児 fuji53538 

網走橋   北海 fuji05455 

網走川橋  北海 fuji12569 

網走川第二避溢橋  

北海 fuji17821 

網代橋   新潟 fuji39625 

網津めがね橋 熊本 fuji38691 

網津川橋  鹿児 fuji16343 

網島跨線橋 大阪 fuji29079 

木ケ畑橋  大分 fuji48983 

木の下橋  長野 fuji04171 

木ノ下川橋  鹿児 fuji22179 

木ノ花橋   神奈 fuji21705 

木の芽川橋 福井 fuji04496 

木の根橋  岡山 fuji27988 

木ノ川橋   愛媛 fuji37828 

木の沢橋  北海 fuji36839 

木浦川橋  新潟 fuji12500 

木屋ケ内橋  高知 fuji33961 

木屋橋   埼玉 fuji26913 

木屋橋   徳島 fuji33256 

木屋川橋  静岡 fuji12295 

木屋町橋  京都 fuji18812 

木屋町橋  福岡 fuji26173 

木屋平橋  徳島 fuji35838 

木下橋   岐阜 fuji46376 

木下橋   山口 fuji01632 

木下橋   福岡 fuji53903 

木下橋   和歌 fuji18117 

木下跨道橋 三重 fuji47311 

木下前橋  東京 fuji03580 

木下沢橋  東京 fuji40716 

木下避溢橋 三重 fuji47312 

木架橋   新潟 fuji49455 

木賀桟道  神奈 fuji31725 



 １４２ 

木滑橋   石川 fuji21739 

木間塚橋  宮城 fuji07818 

木岐橋   徳島 fuji34087 

木岐川橋  徳島 fuji29784 

木弓橋   徳島 fuji44610 

木狭間橋  秋田 fuji47782 

木禽橋   北海 fuji31403 

木串橋   鹿児 fuji16925 

木月大橋  福岡 fuji11266 

木見浦橋  広島 fuji23434 

木古内川橋 北海 fuji27592 

木戸橋   岩手 fuji52057 

木戸橋（信（新）犀橋）  

長野 fuji02800 

木戸口橋  山形 fuji39462 

木戸口橋  鳥取 fuji28725 

木戸際沢橋 宮城 fuji13817 

木戸石橋  秋田 fuji12216 

木戸川橋  福島 fuji06692 

木戸川水路橋 福島 fuji28353 

木戸沢橋  青森 fuji38708 

木戸沢橋  長野 fuji11725 

木戸谷橋  岐阜 fuji41699 

木口川橋  新潟 fuji17297 

木更津橋  北海 fuji43074 

木更木橋  東京 fuji22031 

木根橋   東京 fuji20323 

木根川橋（工事名・四ツ木橋） 

東京 fuji52369 

木崎橋   宮崎 fuji34425 

木鷺野橋  熊本 fuji01214 

木山橋   熊本 fuji04236 

木次橋   島根 fuji24116 

木舟橋   長野 fuji43608 

木住橋   石川 fuji51659 

木裳橋   大分 fuji41321 

木場橋   鹿児 fuji07664 

木場橋   大阪 fuji45439 

木場橋   長崎 fuji38347 

木場橋   東京 fuji20858 

木場川橋  鹿児 fuji13445 

木場川橋  大阪 fuji15487 

木場川西橋 山形 fuji18964 

木場田橋  宮崎 fuji39574 

木場田橋（→桑水流橋）  

鹿児 fuji15673 

木川橋   広島 fuji05147 

木曾川新橋 愛知 fuji47495 

木曾川大橋 三重 fuji43225 

木曾岬橋  三重 fuji26386 

木曽川橋  岐阜 fuji05143 

木曽川橋  岐阜 fuji32421 

木曽川橋  長野 fuji16616 

木曽川橋（犬山橋）  

愛知 fuji17785 

木曽川橋（蘇水峡橋）  

岐阜 fuji33603 

木早川内橋 熊本 fuji15663 

木槽川橋  群馬 fuji05681 

木村橋   島根 fuji05925 

木代界橋  大阪 fuji48794 

木谷橋   岐阜 fuji31327 

木谷橋   三重 fuji39520 

木谷橋   鳥取 fuji23430 

木谷橋   福島 fuji35732 

木谷橋   北海 fuji49894 

木谷原橋  山口 fuji33091 

木谷川橋  大分 fuji06592 

木樽橋   山形 fuji00713 

木地橋   愛媛 fuji49391 

木地山橋  鹿児 fuji49427 

木中橋   徳島 fuji33408 

木町橋   宮城 fuji02289 

木直橋   北海 fuji44666 

木津架道橋 京都 fuji08102 

木津橋   三重 fuji20501 

木津橋（泉橋） 京都 fuji09411 

木津根橋  愛知 fuji29257 

木津志新開橋 鹿児 fuji30965 

木津神橋  徳島 fuji26136 

木津川運河可動橋  

大阪 fuji27458 

木津川橋  京都 fuji07675 

木津川橋  三重 fuji01875 

木津川橋  大阪 fuji01656 

木津川新橋（工事名）→大浪 

橋    大阪 fuji28338 

木津川大橋 大阪 fuji49330 

木津川大橋（八幡大橋）  

京都 fuji48154 

木津川町橋 大阪 fuji46970 

木津大橋  三重 fuji46728 

木津釣橋  三重 fuji11500 

木津林道橋 三重 fuji41734 

木庭橋   熊本 fuji36143 

木田橋   三重 fuji24740 

木田橋   山口 fuji01888 

木田橋   福井 fuji18358 

木田小橋  福井 fuji32244 

木登瀬橋  鹿児 fuji28386 

木頭橋   徳島 fuji11941 

木内橋   大分 fuji15014 

木之下橋  鹿児 fuji20666 

木之郷橋  香川 fuji48857 

木挽橋   東京 fuji03003 

木尾橋   岐阜 fuji42001 

木尾橋   鹿児 fuji06888 

木浜橋   滋賀 fuji18904 

木部川橋  島根 fuji16766 

木本橋   三重 fuji34636 

木俣橋   栃木 fuji50667 

木綿橋   大阪 fuji00219 

木綿麻川橋 徳島 fuji09671 

木友沢橋  山形 fuji48885 

木蓮橋   愛知 fuji07036 

木呂子川橋 埼玉 fuji25672 

木呂場橋  石川 fuji33824 

木和田橋  愛知 fuji36519 

目の橋（杢ケ橋）  

群馬 fuji00543 

目ノ子迫沈橋 大分 fuji34114 

目屋橋   青森 fuji32315 

目加田上橋 滋賀 fuji28666 

目覚橋   長崎 fuji15879 

目蒲線跨線橋 東京 fuji29566 

目蒲線跨線線路橋  

東京 fuji21121 

目丸橋   鹿児 fuji40330 

目久尻橋  神奈 fuji45296 

目鏡橋   宮崎 fuji11180 

目鏡橋   大分 fuji01119 

目鏡橋   富山 fuji13747 

目鏡橋（桜石橋）  

福島 fuji04453 

目黒駅跨線橋 東京 fuji15051 

目黒橋   東京 fuji19337 

目黒橋   富山 fuji25631 

目黒跨線橋 東京 fuji23840 

目黒高架橋 東京 fuji48745 

目黒乗越跨線橋  

東京 fuji15093 

目黒新橋  東京 fuji24531 

目黒川橋  東京 fuji18601 

目時橋   青森 fuji04735 

目星橋   静岡 fuji41402 

目倉川橋  山口 fuji13461 

目滝川橋  青森 fuji10033 

目長田跨線橋 秋田 fuji48496 

目島橋   茨城 fuji33877 

目内崎橋  青森 fuji10521 

目白橋     fuji35243 

目府橋   北海 fuji34640 

目附橋   高知 fuji25783 

目附谷橋  石川 fuji46592 

目北橋   福岡 fuji28784 

目磨橋   熊本 fuji01138 

目無橋   京都 fuji20375 

目名橋   北海 fuji09618 

目名尻橋  北海 fuji51344 

目名川橋  北海 fuji25274 

目木橋   岡山 fuji24814 

目木川橋  岡山 fuji17349 

目木川避溢橋 岡山 fuji17350 

杢ケ橋（目の橋） 

 群馬 fuji00543 

勿来川橋  宮城 fuji05995 

勿来立体交差橋  

福島 fuji53269 

餅井橋   鹿児 fuji16928 

餅屋橋   大阪 fuji37453 

餅田橋   秋田 fuji07343 

戻り橋   長野 fuji07177 

戻り船橋  長野 fuji04170 

戻橋（茂登里橋）  

長野 fuji07955 

籾山橋   大阪 fuji18438 

問屋橋   岡山 fuji22392 

問屋橋   大阪 fuji17808 

問屋橋   東京 fuji20844 

問寒橋   北海 fuji52637 

問寒別橋  北海 fuji39690 

問寒別川橋 北海 fuji17846 

紋生石橋  神奈 fuji42154 

紋別橋   北海 fuji40002 

紋別川橋  北海 fuji09628 

紋穂内橋  北海 fuji43338 

紋鼈川橋  北海 fuji17841 

門の前橋  大阪 fuji02400 

門衛橋   佐賀 fuji41788 

門屋橋   徳島 fuji33798 

門原橋   長野 fuji09138 

門口橋   福島 fuji08153 

門坂跨線橋 岐阜 fuji43610 

門山橋   三重 fuji27270 

門司川橋  福岡 fuji08946 

門出橋   岐阜 fuji15286 

門出橋   宮城 fuji02280 

門出川橋  岡山 fuji08113 

門静跨線橋 北海 fuji52514 

門跡橋   東京 fuji21531 

門川橋   神奈 fuji32150 

門川橋   青森 fuji23688 

門前橋   宮城 fuji02502 

門前橋   熊本 fuji49412 

門前橋   山口 fuji32112 

門前橋   鹿児 fuji14574 

門前橋   神奈 fuji32647 

門前橋   青森 fuji03201 

門前橋   福島 fuji13525 

門前橋（→月ケ花橋）  

兵庫 fuji08108 

門前川眼鏡橋 熊本 fuji01005 

門前川橋  熊本 fuji01353 

門前川橋  山口 fuji07714 

門沢橋   岩手 fuji20291 

門沢発電所一号橋  

宮城 fuji14112 

門谷川橋  静岡 fuji28393 

門池橋   静岡 fuji25001 

門伝橋   山形 fuji52807 

門田橋   大阪 fuji35928 

門田橋   徳島 fuji04932 

門島橋   静岡 fuji36113 

門島陸橋  長野 fuji23760 

門之内橋  宮崎 fuji31207 

門樋橋   埼玉 fuji45131 

門樋橋   大阪 fuji12909 

門樋川橋  大阪 fuji02153 

門尾橋   鳥取 fuji28721 

門別橋   北海 fuji01778 

門木樋橋  埼玉 fuji29404 

門野橋   岐阜 fuji34050 

門野橋   静岡 fuji31797 

門脇谷橋  岐阜 fuji42931 

 

… ヤ … 
 

夜寒橋   愛知 fuji11003 

夜間瀬橋  長野 fuji08472 

夜間瀬川橋 長野 fuji19388 

夜見渡橋  大分 fuji10659 

夜後橋   群馬 fuji22604 

夜後沢橋  群馬 fuji34901 

夜桜橋   群馬 fuji02232 

夜須川橋  高知 fuji17590 

夜星川橋  鹿児 fuji23310 

耶鉄跨線橋 大分 fuji37155 

耶馬渓橋  大分 fuji16570 

耶馬溪第二鉄橋  

大分 fuji13434 

野為橋   広島 fuji13230 

野塩橋   東京 fuji01359 

野下橋   鹿児 fuji14431 

野花南架道橋 北海 fuji42338 

野花南橋  北海 fuji42320 

野花南川橋 北海 fuji12843 

野花南大橋 北海 fuji33094 

野岳橋   長崎 fuji31572 

野岳線一号橋 長崎 fuji34110 

野岳線三号橋 長崎 fuji34112 

野岳線二号橋 長崎 fuji34111 

野冠橋   広島 fuji33594 

野間橋   三重 fuji08204 

野間橋   鹿児 fuji22434 

野間橋   徳島 fuji49165 

野間川橋  大阪 fuji13572 

野寄宮ノ前架道橋  

兵庫 fuji29585 

野寄宮ノ東架道橋  

兵庫 fuji29286 

野寄橋   兵庫 fuji18897 

野寄第一避溢橋 

 兵庫 fuji29586 

野久尾橋  鹿児 fuji15561 

野久美田橋 鹿児 fuji01764 

野元橋   鹿児 fuji03402 

野原橋   岡山 fuji28891 

野原橋   岐阜 fuji46372 

野原橋   三重 fuji21740 

野戸瀬橋  三重 fuji18505 

野跨線橋  山形 fuji52805 

野後橋（滝原橋） 

 三重 fuji19924 

野口橋   岐阜 fuji06953 

野口橋   宮城 fuji23105 

野口橋   鹿児 fuji07615 

野口橋   長野 fuji39158 

野口橋   東京 fuji20694 



 １４３ 

野口橋   和歌 fuji33524 

野口大橋  滋賀 fuji11091 

野江駅橋  大阪 fuji25076 

野江第三架道橋  

大阪 fuji24754 

野根川橋  高知 fuji15263 

野崎架道橋 大阪 fuji24750 

野崎橋   青森 fuji03778 

野崎橋（←箒川新橋）  

栃木 fuji04524 

野崎跨線橋 大阪 fuji52943 

野崎陸橋  広島 fuji29096 

野山橋（薄葉橋）  

栃木 fuji04522 

野寺橋   滋賀 fuji38906 

野寺橋（→南濃大橋）  

岐阜 fuji26503 

野洲川橋  滋賀 fuji00744 

野洲川大橋 滋賀 fuji37165 

野出橋   滋賀 fuji21174 

野上橋   香川 fuji18933 

野上橋   徳島 fuji17644 

野上橋   和歌 fuji11247 

野上町   京都 fuji52001 

野上湧別川橋 北海 fuji19288 

野尻２号橋  徳島 fuji47518 

野尻橋   宮城 fuji03820 

野尻橋   京都 fuji27025 

野尻橋   三重 fuji06736 

野尻橋   山形 fuji03465 

野尻橋   滋賀 fuji21423 

野尻橋   福井 fuji13141 

野尻橋   兵庫 fuji31238 

野尻水路橋 奈良 fuji39701 

野尻川橋  山形 fuji09256 

野尻大橋  宮崎 fuji49543 

野尻第二橋 兵庫 fuji45511 

野尻谷橋  徳島 fuji49379 

野神橋(←保野橋)  

滋賀 fuji27009 

野神橋（中谷橋）  

鹿児 fuji20474 

野諏美橋  新潟 fuji26006 

野瀬橋   滋賀 fuji05628 

野石橋   秋田 fuji48719 

野積橋   新潟 fuji23400 

野川橋   宮城 fuji02732 

野川橋   山形 fuji02993 

野川橋   東京 fuji50686 

野川高架  神奈 fuji47203 

野川水道管橋 東京 fuji36857 

野川避溢橋 山形 fuji16200 

野村橋   愛知 fuji06050 

野村橋   滋賀 fuji10752 

野村橋   新潟 fuji53210 

野村橋   兵庫 fuji26102 

野村橋   北海 fuji52517 

野多峯橋  北海 fuji49630 

野駄橋   埼玉 fuji20677 

野沢橋   熊本 fuji01315 

野沢橋   青森 fuji41621 

野沢橋   長野 fuji01797 

野谷橋   鳥取 fuji27312 

野谷橋   福井 fuji36023 

野谷金剛川橋 岡山 fuji06310 

野地橋   高知 fuji27105 

野地橋   大分 fuji13761 

野地橋   兵庫 fuji29478 

野地原橋  岐阜 fuji38451 

野地谷川橋 島根 fuji17042 

野中橋   岩手 fuji30161 

野中橋   岐阜 fuji37567 

野中橋   静岡 fuji26044 

野中橋   富山 fuji22291 

野中橋   福岡 fuji29340 

野中橋（十一間橋）  

岩手 fuji09298 

野中高架橋 大阪 fuji42757 

野中瀬橋  京都 fuji20114 

野中大橋  福井 fuji15865 

野仲橋   大分 fuji15142 

野津橋   大分 fuji26212 

野津幌川橋 北海 fuji43424 

野津幌川九号橋  

北海 fuji52984 

野津羅橋  岡山 fuji11453 

野塚橋   北海 fuji08054 

野塚川橋  北海 fuji23663 

野底橋   長野 fuji16551 

野底川橋（富士橋）  

長野 fuji08084 

野添橋   愛知 fuji16949 

野添橋   三重 fuji36874 

野殿橋   茨城 fuji19499 

野殿川橋  岡山 fuji09921 

野田橋   岡山 fuji36740 

野田橋   岩手 fuji51610 

野田橋   宮城 fuji10780 

野田橋   京都 fuji16233 

野田橋   山形 fuji50527 

野田橋   滋賀 fuji13675 

野田橋   千葉 fuji20681 

野田橋   大阪 fuji00286 

野田橋   大分 fuji12778 

野田橋   鳥取 fuji05072 

野田橋   東京 fuji20328 

野田橋   兵庫 fuji32063 

野田跨線橋 岩手 fuji51217 

野田山高架橋 滋賀 fuji45849 

野田川橋  愛知 fuji08090 

野田川橋  京都 fuji17317 

野田川橋  鹿児 fuji13091 

野田川橋  島根 fuji14536 

野田町橋  愛知 fuji37569 

野田追跨線橋 北海 fuji43514 

野田追川橋 北海 fuji09625 

野田陸橋  大阪 fuji39942 

野土橋   大分 fuji27453 

野島橋   神奈 fuji31788 

野内橋   青森 fuji23907 

野内川橋  青森 fuji06391 

野内鉄道橋 青森 fuji31316 

野馬沢橋  群馬 fuji20002 

野畑前橋  大分 fuji03672 

野付牛橋（→若松橋）  

北海 fuji15982 

野付牛橋（←士勇武志内橋） 

北海 fuji15982 

野並橋   愛知 fuji26385 

野辺地一ノ橋 青森 fuji04948 

野辺地橋  青森 fuji10296 

野辺地跨線橋 青森 fuji48317 

野辺地川橋 青森 fuji30885 

野辺地二の橋 青森 fuji04049 

野峯橋   鹿児 fuji50336 

野方大橋  愛知 fuji10576 

野幌跨線橋 北海 fuji42189 

野幌陸橋  北海 fuji03488 

野本橋   鳥取 fuji46214 

野毛橋（→吉田橋）  

神奈 fuji01518 

野毛橋（→都橋）  

神奈 fuji01505 

野木坂橋  北海 fuji31835 

野門橋   鹿児 fuji22591 

野門橋   栃木 fuji33008 

野々海川橋 長野 fuji11802 

野々古屋橋（報国橋）  

岐阜 fuji03404 

野々口橋  三重 fuji23619 

野々崎橋  宮崎 fuji11962 

野々西橋  徳島 fuji40292 

野々沢橋  北海 fuji39184 

野々本橋  和歌 fuji37249 

野々脇橋  徳島 fuji34968 

野友橋   高知 fuji40140 

野立橋   愛知 fuji21168 

野呂橋   山梨 fuji39933 

野呂川橋  山形 fuji13331 

野呂川橋  山梨 fuji41943 

野呂内橋  徳島 fuji37902 

野路俣橋  栃木 fuji27711 

野老山橋  高知 fuji15555 

野老野橋  高知 fuji20646 

弥右衛門前橋 石川 fuji47846 

弥運内橋  北海 fuji52038 

弥運内六号線橋  

北海 fuji52036 

弥栄橋   岐阜 fuji19916 

弥栄橋   山口 fuji17575 

弥栄橋   秋田 fuji53595 

弥栄橋（北上大橋）  

岩手 fuji28987 

弥貴貫橋  愛媛 fuji29441 

弥五郎橋  鹿児 fuji15029 

弥五郎橋  東京 fuji03879 

弥左衛門橋 東京 fuji01791 

弥山橋   奈良 fuji37135 

弥治右衛門橋 福島 fuji07484 

弥助橋   奈良 fuji21463 

弥生が丘橋 兵庫 fuji43994 

弥生橋   岐阜 fuji01510 

弥生橋   宮崎 fuji15619 

弥生橋   広島 fuji11752 

弥生橋   埼玉 fuji15861 

弥生橋   山形 fuji02915 

弥生橋   大阪 fuji34180 

弥生橋   長崎 fuji12982 

弥生橋   鳥取 fuji34070 

弥生橋   徳島 fuji07330 

弥生橋   北海 fuji35308 

弥生沢橋  岩手 fuji43433 

弥宣ケ沢上橋 岐阜 fuji05608 

弥太蔵水路橋 富山 fuji27512 

弥比川橋  富山 fuji14337 

弥彦神社石橋 新潟 fuji14120 

弥彦線跨線橋 新潟 fuji16724 

弥平次橋  徳島 fuji53699 

弥六沢橋  静岡 fuji28464 

弥勒橋   群馬 fuji12229 

弥勒寺橋  東京 fuji00621 

矢ケ崎川橋  群馬 fuji06824 

矢の口橋  群馬 fuji44462 

矢の川橋  三重 fuji42584 

矢の草橋  福島 fuji51247 

矢ノ釣橋   大分 fuji30248 

矢井原橋（八木谷第三橋）  

兵庫 fuji48644 

矢羽田橋  高知 fuji17585 

矢臼別橋  北海 fuji49739 

矢久橋   埼玉 fuji22514 

矢熊橋   静岡 fuji31922 

矢原郷橋  島根 fuji46446 

矢戸河避溢橋   fuji46397 

矢戸橋   鳥取 fuji05912 

矢口橋   広島 fuji32445 

矢口橋   和歌 fuji21238 

矢向第一陸橋 神奈 fuji42240 

矢合橋   三重 fuji12620 

矢黒神社の石橋  

熊本 fuji36829 

矢祭橋   福島 fuji45602 

矢坂大橋  岡山 fuji21470 

矢崎橋   埼玉 fuji36569 

矢崎橋   静岡 fuji12279 

矢崎沢川橋 長野 fuji12026 

矢作橋   愛知 fuji00128 

矢作橋   山梨 fuji41524 

矢作橋（矢矧橋）  

愛知 fuji00158 

矢作古川橋 愛知 fuji12029 

矢作高架橋 神奈 fuji52882 

矢作川橋（上町橋）  

愛知 fuji04801 

矢作川橋（米津橋）  

愛知 fuji20107 

矢作大橋  愛知 fuji53825 

矢出沢橋  長野 fuji08747 

矢楯橋（矢立橋・寒風沢橋） 

宮城 fuji37600 

矢上橋   神奈 fuji26000 

矢上橋   長崎 fuji44880 

矢場橋   群馬 fuji29395 

矢場川橋  群馬 fuji14841 

矢場川橋  栃木 fuji10686 

矢吹川橋    fuji05158 

矢切高架橋 千葉 fuji47409 

矢先橋   埼玉 fuji10488 

矢川橋   埼玉 fuji28164 

矢川橋   滋賀 fuji04573 

矢倉家橋  大分 fuji11267 

矢倉川橋  滋賀 fuji45184 

矢走橋   長野 fuji36288 

矢代川橋  新潟 fuji20714 

矢沢橋   岩手 fuji18951 

矢沢橋   神奈 fuji24932 

矢沢橋   東京 fuji36855 

矢沢通架道橋 青森 fuji50502 

矢谷橋   岐阜 fuji24031 

矢谷口橋  島根 fuji27982 

矢竹橋   兵庫 fuji13576 

矢津川橋  新潟 fuji26004 

矢田架道橋 愛知 fuji30390 

矢田橋   京都 fuji29776 

矢田橋   大分 fuji02041 

矢田橋   島根 fuji04411 

矢田橋   東京 fuji01620 

矢田跨線橋 大阪 fuji32702 

矢田川橋  愛知 fuji08682 

矢田川橋  大阪 fuji16737 

矢田川橋  兵庫 fuji12522 

矢田川避溢橋 兵庫 fuji12521 

矢田大橋  京都 fuji15593 

矢田洞橋  岐阜 fuji44107 

矢田部菊川橋 静岡 fuji05722 

矢渡橋   香川 fuji17404 

矢那川橋  千葉 fuji12477 

矢内谷橋  島根 fuji28130 

矢之沢橋  長野 fuji06941 

矢矧橋   岡山 fuji24119 

矢矧橋（矢作橋） 

 愛知 fuji00158 

矢萩橋   岐阜 fuji34841 

矢萩橋   北海 fuji31488 

矢筈橋   鹿児 fuji17492 

矢筈橋   長野 fuji24485 

矢筈川橋  長野 fuji23766 

矢板新橋  栃木 fuji50232 
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矢付橋   東京 fuji30218 

矢部橋   北海 fuji49433 

矢部川橋  岡山 fuji06349 

矢部川橋  福岡 fuji06277 

矢部野橋  神奈 fuji53488 

矢淵橋   岐阜 fuji07499 

矢淵橋   広島 fuji32971 

矢文橋   北海 fuji35860 

矢柄橋   大阪 fuji44123 

矢柄橋   東京 fuji26457 

矢房橋   鹿児 fuji24215 

矢本跨線橋 宮城 fuji52778 

矢茂橋   岡山 fuji49469 

矢木下橋  宮城 fuji44433 

矢木沢橋  群馬 fuji48089 

矢野川橋  広島 fuji24817 

矢来橋   宮城 fuji02490 

矢来橋   宮城 fuji47771 

矢来橋   山形 fuji51623 

矢落川橋  愛媛 fuji26733 

矢落沢橋  神奈 fuji18717 

矢立橋（矢楯橋）  

宮城 fuji37600 

矢立峠橋  秋田 fuji44742 

矢留川橋  福岡 fuji07290 

矢櫃橋   鹿児 fuji01390 

矢櫃橋   長野 fuji34921 

矢渕橋（←柳生橋）  

徳島 fuji07958 

矢澤立体交差橋  

神奈 fuji51025 

矢籠橋   宮城 fuji04109 

厄除橋   徳島 fuji01069 

役所ノ下橋  鹿児 fuji48599 

薬王院橋  青森 fuji00563 

薬王寺橋  福岡 fuji22420 

薬研橋   徳島 fuji39274 

薬研谷橋  徳島 fuji26702 

薬師橋   宮崎 fuji26494 

薬師橋   宮城 fuji22504 

薬師橋   高知 fuji25526 

薬師橋   三重 fuji22334 

薬師橋   山梨 fuji49847 

薬師橋   徳島 fuji11351 

薬師橋   奈良 fuji46733 

薬師寺橋  愛媛 fuji53953 

薬師神谷橋 福井 fuji40084 

薬師堂橋  群馬 fuji31413 

薬師堂橋  山梨 fuji42571 

薬師堂橋  神奈 fuji32651 

薬師堂橋  東京 fuji50687 

薬師堂川橋 香川 fuji14312 

薬水橋   奈良 fuji12376 

薬谷橋   茨城 fuji40494 

柳ケ水橋  鹿児 fuji24217 

柳ケ瀬橋  和歌 fuji31935 

柳ノ川陸橋  兵庫 fuji21225 

柳庵川橋  広島 fuji07478 

柳井橋   岐阜 fuji40572 

柳井橋   兵庫 fuji44561 

柳井瀬橋  高知 fuji16529 

柳井瀬橋（虹澗橋）  

大分 fuji01092 

柳井谷橋  鹿児 fuji11529 

柳井田橋  京都 fuji15653 

柳井田橋  山口 fuji53123 

柳縁橋   兵庫 fuji15432 

柳下橋   鹿児 fuji28061 

柳海橋   神奈 fuji29406 

柳橋    愛知 fuji04902 

柳橋    岡山 fuji02180 

柳橋    岩手 fuji19492 

柳橋    岐阜 fuji26976 

柳橋    群馬 fuji08539 

柳橋    広島 fuji03092 

柳橋    佐賀 fuji13923 

柳橋    山形 fuji02900 

柳橋    山口 fuji00136 

柳橋    山梨 fuji42414 

柳橋    鹿児 fuji15676 

柳橋    新潟 fuji39355 

柳橋    神奈 fuji01830 

柳橋    静岡 fuji36597 

柳橋    石川 fuji26273 

柳橋    大阪 fuji22719 

柳橋    大分 fuji15319 

柳橋    長崎 fuji05087 

柳橋    長野 fuji08189 

柳橋    島根 fuji05322 

柳橋    奈良 fuji14908 

柳橋    福岡 fuji12174 

柳橋    福島 fuji26221 

柳橋    和歌 fuji19710 

柳橋（→新世橋） 

 北海 fuji01512 

柳橋(川口出口の橋)  

東京 fuji00528 

柳橋川橋  熊本 fuji17396 

柳原架道橋 岡山 fuji23040 

柳原架道橋 兵庫 fuji23019 

柳原河岸橋高架橋  

東京 fuji18180 

柳原橋   高知 fuji19611 

柳原橋   三重 fuji05276 

柳原橋   千葉 fuji44306 

柳原橋   東京 fuji04758 

柳原橋   栃木 fuji22880 

柳原通橋  東京 fuji17899 

柳口橋   宮城 fuji44058 

柳崎橋   北海 fuji39813 

柳崎橋（←崎平橋）  

静岡 fuji39246 

柳山石橋  長崎 fuji01477 

柳瀬橋   愛知 fuji28868 

柳瀬橋   宮崎 fuji31464 

柳瀬橋   熊本 fuji21513 

柳瀬橋   群馬 fuji02998 

柳瀬橋   山口 fuji38495 

柳瀬橋   石川 fuji44493 

柳瀬橋   長野 fuji06946 

柳瀬橋   東京 fuji18580 

柳瀬橋   徳島 fuji33011 

柳瀬橋   福岡 fuji23284 

柳瀬橋   北海 fuji51505 

柳瀬橋   和歌 fuji38757 

柳瀬橋（←白柳橋）  

徳島 fuji17146 

柳瀬川橋  埼玉 fuji13373 

柳生架道橋 愛知 fuji45696 

柳生橋   新潟 fuji43829 

柳生橋（→矢渕橋）  

徳島 fuji07958 

柳生橋（千歳橋）  

新潟 fuji05192 

柳生高架橋 奈良 fuji53363 

柳生川橋  愛知 fuji45697 

柳川橋   愛知 fuji05414 

柳川橋   宮崎 fuji18329 

柳川橋   滋賀 fuji19705 

柳川橋   福岡 fuji10515 

柳川橋   北海 fuji16665 

柳川橋（槻木橋）  

長野 fuji36336 

柳大橋   埼玉 fuji53765 

柳沢一号橋 長野 fuji46694 

柳沢橋   愛媛 fuji47963 

柳沢橋   群馬 fuji25960 

柳沢橋   秋田 fuji16539 

柳沢橋   静岡 fuji12693 

柳沢橋   長野 fuji14354 

柳沢橋   長野 fuji36509 

柳沢橋   東京 fuji00801 

柳沢橋   徳島 fuji36632 

柳沢三号橋 長野 fuji45653 

柳沢第一橋 静岡 fuji52358 

柳沢第三橋 静岡 fuji52360 

柳沢第二橋 静岡 fuji52359 

柳沢二号橋 長野 fuji45652 

柳谷橋   愛媛 fuji19009 

柳谷橋   三重 fuji43223 

柳谷橋   長崎 fuji45515 

柳谷橋   徳島 fuji38658 

柳谷跨線橋 島根 fuji13911 

柳谷口橋  徳島 fuji16521 

柳谷川橋  岡山 fuji17975 

柳端橋   静岡 fuji40404 

柳町橋   埼玉 fuji16607 

柳町橋   長野 fuji08848 

柳町橋   兵庫 fuji40616 

柳津橋   福島 fuji52814 

柳津船橋  福島 fuji02605 

柳津大橋  宮城 fuji24424 

柳堤橋   茨城 fuji53957 

柳田橋   秋田 fuji07821 

柳田橋   大阪 fuji03923 

柳田橋   北海 fuji40184 

柳田小の一橋 大阪 fuji24073 

柳田小の二橋 大阪 fuji24074 

柳渡橋   岐阜 fuji53804 

柳渡橋   鹿児 fuji27537 

柳渡橋   大分 fuji12387 

柳渡瀬橋  佐賀 fuji04616 

柳島橋   岐阜 fuji31329 

柳島橋   東京 fuji21922 

柳湯橋   兵庫 fuji18443 

柳之宮橋  埼玉 fuji32787 

柳本橋   奈良 fuji38675 

柳目橋   神奈 fuji32233 

柳野橋   高知 fuji44630 

薮津橋   鳥取 fuji15716 

鑓ケ埼橋（かもや橋）  

島根 fuji24115 

 

… ユ … 
 

油ケ淵橋    fuji36270 

油皆渡橋  岐阜 fuji07097 

油皆洞橋  岐阜 fuji34351 

油坂陸橋  奈良 fuji13416 

油出橋   熊本 fuji13476 

油小路架道橋 京都 fuji53105 

油沢橋   茨城 fuji42867 

油津大橋（みなと大橋）  

宮崎 fuji50141 

油田橋   宮崎 fuji31472 

油免橋   徳島 fuji05330 

油野川橋  岡山 fuji18683 

唯谷橋   島根 fuji40419 

唯幣橋   静岡 fuji12616 

優徳跨線橋 北海 fuji51346 

勇勝橋   北海 fuji45089 

勇振橋   北海 fuji34428 

勇振川橋  北海 fuji46865 

勇田橋   京都 fuji47700 

勇払橋   北海 fuji04330 

勇払川橋  北海 fuji53234 

友安川橋  大分 fuji38238 

友喜橋   北海 fuji46666 

友見橋   北海 fuji35892 

友広橋   山口 fuji01621 

友情橋   岡山 fuji34190 

友尻橋   長崎 fuji05092 

友森橋   香川 fuji43009 

友杉橋   富山 fuji42564 

友泉亭橋  福岡 fuji48639 

友待橋   広島 fuji32111 

友定橋   滋賀 fuji45411 

友田橋   東京 fuji33887 

友内橋   徳島 fuji10003 

友淵橋   京都 fuji51302 

友淵橋   大阪 fuji29084 

友路橋   静岡 fuji50013 

揖斐・長良大橋  

三重 fuji43224 

揖斐峡大橋（←記念橋）  

岐阜 fuji50910 

揖斐川橋  三重 fuji07251 

揖斐川橋（沢渡橋）  

岐阜 fuji11195 

揖斐川船橋 岐阜 fuji00488 

揖斐大橋  岐阜 fuji24604 

揖斐長良川橋 三重 fuji48108 

揖保川橋  兵庫 fuji06012 

揖保川大橋（網干大橋）  

兵庫 fuji39700 

有ケ原橋  岐阜 fuji26419 

有越沢橋  栃木 fuji12457 

有岡橋   高知 fuji49402 

有家橋   長崎 fuji03108 

有家川橋  岩手 fuji21971 

有賀橋   北海 fuji46817 

有楽橋   東京 fuji13851 

有楽町架道橋 東京 fuji44884 

有漢川橋  岡山 fuji19435 

有間川橋  新潟 fuji43831 

有玉橋   静岡 fuji53326 

有熊橋   京都 fuji38174 

有戸橋   青森 fuji03214 

有子橋   兵庫 fuji27040 

有枝橋   愛媛 fuji16087 

有珠跨線橋 北海 fuji45214 

有松避溢橋 愛知 fuji53341 

有城橋   岡山 fuji32706 

有水橋   宮崎 fuji53408 

有瀬橋   群馬 fuji01170 

有盛橋   香川 fuji43307 

有川橋   鹿児 fuji14749 

有川跨線橋 北海 fuji51100 

有村橋   鹿児 fuji29733 

有沢橋   富山 fuji06716 

有定橋   福井 fuji07566 

有田橋   三重 fuji33927 

有田橋   山形 fuji02916 

有田橋   鹿児 fuji14756 

有田橋   長崎 fuji03362 

有田川橋  佐賀 fuji22176 

有田川橋  山形 fuji13340 

有田川橋  和歌 fuji18677 

有田川第二橋 佐賀 fuji08033 

有度橋   静岡 fuji44824 

有年橋   兵庫 fuji11648 

有馬橋   広島 fuji44598 

有馬橋   長崎 fuji04847 

有馬川橋  長崎 fuji18706 

有馬川橋  兵庫 fuji13789 

有馬道架道橋 兵庫 fuji03453 

有帆川橋  山口 fuji08705 

有福道架道橋 島根 fuji15827 
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有壁橋   宮城 fuji03522 

有壁跨線橋 宮城 fuji46701 

有壁沢橋  宮城 fuji06000 

有牧組橋  岐阜 fuji22308 

有無瀬川橋 静岡 fuji35774 

有明橋   岐阜 fuji33374 

有明橋   新潟 fuji46170 

有明橋   長崎 fuji05170 

有明橋   長野 fuji01446 

有明橋   富山 fuji44322 

有明橋   兵庫 fuji22549 

有明橋   北海 fuji42202 

有明跨線橋 北海 fuji33725 

有明第一橋 鹿児 fuji20732 

有明第二橋 鹿児 fuji20733 

有明埠頭橋 東京 fuji53048 

有銘橋   沖縄 fuji16038 

有野橋   兵庫 fuji07325 

有野川橋  兵庫 fuji13788 

有利橋   秋田 fuji02983 

柚の原橋  大分 fuji47392 

柚原橋   大分 fuji45827 

柚木橋   岡山 fuji24135 

柚木橋   熊本 fuji23562 

柚木橋   静岡 fuji21408 

柚木橋   大分 fuji12773 

柚木崎橋  宮崎 fuji48450 

柚木寺原橋 大分 fuji19878 

柚野橋   静岡 fuji06520 

湧原川橋  広島 fuji39105 

湧光橋   北海 fuji44238 

湧水橋   北海 fuji35698 

湧泉橋   北海 fuji47613 

湧平陸橋  北海 fuji20973 

湧別橋   北海 fuji08443 

湧別川橋  北海 fuji15906 

湧別川避溢橋 北海 fuji15720 

湧別大橋  北海 fuji36077 

涌谷架道橋 宮城 fuji19989 

涌谷橋   宮城 fuji02684 

涌谷大橋  宮城 fuji06677 

猶原高架橋 東京 fuji51543 

由宇川橋  山口 fuji07731 

由仁橋   北海 fuji39998 

由仁川橋  北海 fuji35699 

由仁大橋  北海 fuji49005 

由仁内橋  北海 fuji38554 

由仁夕張川橋 北海 fuji06603 

由比橋（→金比羅橋）  

北海 fuji12561 

由比港橋  静岡 fuji51529 

由比川橋  静岡 fuji05704 

由布川橋  大分 fuji50327 

由利橋（←幡竜橋）  

秋田 fuji06101 

由利橋（←幡竜橋後）  

秋田 fuji02866 

由良橋   和歌 fuji18999 

由良川橋  京都 fuji15594 

由良谷川橋 滋賀 fuji32682 

由緑橋   兵庫 fuji46412 

祐ノ本橋   大分 fuji04257 

祐言橋   愛知 fuji24282 

祐知橋   愛知 fuji13974 

祐天寺第四架道橋  

東京 fuji51421 

遊楽部橋  北海 fuji05962 

遊楽部川橋 北海 fuji09624 

遊行寺橋  高知 fuji26483 

遊行寺橋  神奈 fuji40064 

遊佐橋   山形 fuji15391 

遊佐舟川橋 山形 fuji15084 

遊仙橋   香川 fuji12091 

遊仙橋   鹿児 fuji19651 

遊谷橋   広島 fuji53372 

遊部大橋  富山 fuji50142 

遊良橋   香川 fuji18932 

邑上橋   岡山 fuji02452 

邑知橋   石川 fuji27251 

郵便橋   和歌 fuji10107 

雄ノ浦橋   和歌 fuji27306 

雄観橋   北海 fuji37800 

雄亀滝橋  熊本 fuji01059 

雄橋    和歌 fuji46982 

雄幸橋   北海 fuji43342 

雄勝川橋  秋田 fuji45116 

雄信内橋  北海 fuji23496 

雄神橋（→中田橋）  

富山 fuji36174 

雄神橋（←元雄神橋）  

富山 fuji31597 

雄神橋（←大門橋）  

富山 fuji05524 

雄神橋（←大門橋→大門大 

橋）   富山 fuji10796 

雄神橋（工事名）→高岡大橋 

富山 fuji29034 

雄川橋   岡山 fuji02586 

雄川橋   鹿児 fuji07945 

雄滝川橋  静岡 fuji21150 

雄沢橋   長野 fuji41695 

雄中面橋  徳島 fuji41435 

雄島橋   福井 fuji28638 

雄踏街道跨線橋  

静岡 fuji49591 

雄飛橋   北海 fuji44416 

雄武橋   北海 fuji02221 

雄物新橋  秋田 fuji29049 

雄物川橋（深井橋）  

秋田 fuji06899 

雄平橋   秋田 fuji49511 

雄鳴蘂橋  北海 fuji34144 

雄溪平橋  北海 fuji47749 

夕やけ橋  兵庫 fuji44761 

夕影橋   北海 fuji48482 

夕映橋   北海 fuji35869 

夕顔関橋  青森 fuji30607 

夕顔瀬橋  岩手 fuji00323 

夕月橋   北海 fuji48477 

夕尺橋   熊本 fuji01563 

夕照橋（←八紘橋）  

神奈 fuji33363 

夕張岳森林鉄道第五号橋  

北海 fuji31068 

夕張岳森林鉄道第六号橋  

北海 fuji31069 

夕張岳線第一（三）号橋（シュ 

－パロ湖橋・大夕張森林鉄 

道橋）   北海 fuji37679 

夕張岳線第二号橋  

北海 fuji37680 

夕張橋   北海 fuji11202 

夕張川橋  北海 fuji42297 

夕田橋   大分 fuji27138 

夕凪橋   東京 fuji36253 

夕日橋   大阪 fuji32694 

夕暮キャンプ場橋  

埼玉 fuji46575 

夕霧橋   岐阜 fuji39511 

夕葉橋   熊本 fuji45518 

夕陽橋   北海 fuji49187 

夕陽橋（←先達大橋）  

青森 fuji00189 

 

… ヨ … 
 

予野橋   三重 fuji53840 

余慶橋   大阪 fuji53112 

余湖橋   北海 fuji35012 

余笹橋   栃木 fuji19673 

余笹川橋  栃木 fuji05189 

余笹川橋（上り）  

栃木 fuji45911 

余山橋   千葉 fuji24678 

余市橋   北海 fuji37799 

余市川橋  北海 fuji09249 

余石眼橋  大分 fuji12386 

余川橋   富山 fuji05253 

余草跨線橋 島根 fuji13912 

余多橋   鹿児 fuji15194 

余沢橋   山梨 fuji15170 

余土橋   愛媛 fuji42791 

余能橋   高知 fuji39976 

余部陸橋  兵庫 fuji12520 

余別橋   北海 fuji41607 

余目跨線橋 山形 fuji50218 

与の字橋（←銀行橋）  

岩手 fuji02682 

与運橋   岐阜 fuji17177 

与賀橋   佐賀 fuji09943 

与賀神社の橋（万歳橋）  

佐賀 fuji00173 

与古川橋  沖縄 fuji00642 

与七橋   神奈 fuji50246 

与瀬第一橋 神奈 fuji52542 

与瀬第二橋 神奈 fuji52543 

与川橋   長野 fuji11305 

与田浦橋  千葉 fuji35913 

与田切橋  長野 fuji06939 

与田切川橋 長野 fuji07386 

与田川（新）橋 香川 fuji40644 

与田川下橋 香川 fuji36636 

与田川橋  香川 fuji06754 

与田川中央橋 香川 fuji31154 

与那橋   沖縄 fuji26194 

与那国橋  沖縄 fuji00626 

与那田橋  沖縄 fuji00640 

与板橋   新潟 fuji11395 

与兵衛橋  東京 fuji31892 

与北橋   香川 fuji24175 

与良大橋（←蛇堀橋）  

長野 fuji00694 

誉橋    北海 fuji37070 

誉水橋（団子橋）  

香川 fuji20729 

誉田橋   大阪 fuji27030 

誉田川橋  香川 fuji20527 

誉鳩橋   兵庫 fuji33100 

誉平橋（遠富内橋）  

北海 fuji19801 

輿茂内橋  青森 fuji10778 

揚下橋   茨城 fuji48996 

揚巻橋   山形 fuji50213 

揚橋    山形 fuji28572 

揚子橋   静岡 fuji37343 

揚川ダム橋  新潟 fuji43834 

揚堀川橋  栃木 fuji22897 

揚柳橋   香川 fuji10711 

揚柳橋   長崎 fuji40314 

揚柳橋   北海 fuji03191 

楊橋    東京 fuji00849 

様似橋   北海 fuji09620 

様似川橋  北海 fuji09023 

洋光台駅前跨線橋  

神奈 fuji53489 

用ケ瀬橋  鳥取 fuji04595 

用作橋   大分 fuji48449 

用宗高架橋 静岡 fuji52610 

用出橋   島根 fuji50601 

用人橋   京都 fuji22542 

用水橋   愛知 fuji29041 

用水橋   北海 fuji45240 

用水川橋  岡山 fuji09936 

用瀬橋   鳥取 fuji24113 

用土橋   広島 fuji43111 

用土橋   兵庫 fuji40413 

用呂橋   鳥取 fuji05561 

用路橋   山口 fuji38332 

窯神橋   愛知 fuji36518 

羊ケ丘２号橋 北海 fuji53934 

葉広橋   滋賀 fuji41736 

葉山橋   岩手 fuji25544 

葉山橋   北海 fuji43737 

葉山川橋  滋賀 fuji32680 

葉枝見橋  滋賀 fuji18364 

葉鹿橋   栃木 fuji35192 

葉城橋   徳島 fuji16026 

葉村町高架橋 大阪 fuji24367 

葉村町市電跨線橋  

大阪 fuji23813 

葉沢橋   東京 fuji02902 

葉暮橋   埼玉 fuji33733 

要害橋   宮城 fuji04095 

要害橋   島根 fuji27063 

要橋    愛媛 fuji01765 

要橋    岩手 fuji44057 

要橋    神奈 fuji21704 

要橋    静岡 fuji26984 

要橋    千葉 fuji23960 

要橋    東京 fuji00668 

要腰橋   北海 fuji45229 

要津橋   東京 fuji02760 

要之森橋  宮城 fuji31128 

踊橋    鹿児 fuji31184 

踊瀬国道橋 佐賀 fuji07648 

陽の地橋  徳島 fuji24494 

陽洞橋   岐阜 fuji42936 

陽明橋   北海 fuji36691 

養庵橋   埼玉 fuji00817 

養庵橋   埼玉 fuji00855 

養源寺橋  東京 fuji35915 

養鯉橋   北海 fuji52450 

養蚕橋   茨城 fuji04114 

養生橋   北海 fuji47996 

養田橋   兵庫 fuji21211 

養老牛橋  北海 fuji49904 

養老橋   岩手 fuji13500 

養老橋   岐阜 fuji13043 

養老橋   埼玉 fuji16376 

養老橋   山形 fuji31512 

養老橋   千葉 fuji08802 

養老橋   北海 fuji47594 

養老新川橋 北海 fuji47593 

養老川橋  滋賀 fuji35559 

養老川橋  千葉 fuji12465 

養老川水管橋 千葉 fuji51086 

養老大橋  千葉 fuji44986 

淀の継橋  大阪 fuji00015 

淀の水橋  大阪 fuji42252 

淀の目橋  福島 fuji05435 

淀屋橋   大阪 fuji02826 

淀屋橋   島根 fuji46449 

淀回橋   岐阜 fuji53650 

淀橋    岡山 fuji05931 

淀橋    宮城 fuji02085 

淀橋    島根 fuji08223 

淀橋    東京 fuji11062 

淀橋    北海 fuji21903 



 １４６ 

淀橋跨線橋 東京 fuji16217 

淀見が橋（澱橋）  

宮城 fuji00506 

淀向日町橋 京都 fuji43987 

淀江橋（←辰石橋）  

広島 fuji07523 

淀江橋（←立石橋）  

広島 fuji29483 

淀江大橋  鳥取 fuji22106 

淀小橋   京都 fuji00212 

淀川の舟橋 京都 fuji00041 

淀川橋   大阪 fuji17788 

淀川橋   北海 fuji17833 

淀川小橋  大阪 fuji18657 

淀川大橋  大阪 fuji18508 

淀大橋   京都 fuji00211 

淀姫橋   長崎 fuji42644 

淀野橋   愛知 fuji25350 

 

… ラ … 
 

羅臼橋   北海 fuji36189 

羅漢橋   三重 fuji52937 

羅漢橋   長崎 fuji00552 

羅漢橋   福岡 fuji06377 

羅漢寺橋（らかん志橋）  

大分 fuji15318 

羅漢町橋  島根 fuji01644 

羅天橋   長野 fuji11307 

螺湾橋   北海 fuji52687 

裸渡橋（五長橋）  

青森 fuji14872 

来の宮架道橋 静岡 fuji45173 

来宮暗橋  静岡 fuji25564 

来迎寺境内橋 大分 fuji14428 

来迎寺大橋 宮城 fuji45895 

来見橋   愛媛 fuji09245 

来見橋   滋賀 fuji27921 

来伝橋   新潟 fuji37424 

来日橋   兵庫 fuji18816 

来拝橋   北海 fuji46802 

来福橋   北海 fuji38956 

来満橋   秋田 fuji41498 

来奠橋   兵庫 fuji11746 

頼城橋   北海 fuji40834 

頼母川橋  福岡 fuji02591 

雷橋    群馬 fuji09091 

雷橋    山梨 fuji41246 

雷神橋   静岡 fuji46199 

雷電橋   群馬 fuji08800 

雷電橋   青森 fuji25283 

雷電橋   栃木 fuji53273 

洛西用水橋 京都 fuji43704 

落井橋   福井 fuji33903 

落橋    徳島 fuji21259 

落合の石橋 山口 fuji01625 

落合一号橋 岩手 fuji52773 

落合架道橋 愛知 fuji45713 

落合橋   愛知 fuji08577 

落合橋   愛媛 fuji05672 

落合橋   茨城 fuji02306 

落合橋   岩手 fuji27165 

落合橋   宮城 fuji03229 

落合橋   京都 fuji30387 

落合橋   熊本 fuji01704 

落合橋   群馬 fuji02869 

落合橋   広島 fuji13483 

落合橋   香川 fuji20521 

落合橋   高知 fuji23049 

落合橋   埼玉 fuji41057 

落合橋   山梨 fuji11405 

落合橋   秋田 fuji42853 

落合橋   新潟 fuji23158 

落合橋   青森 fuji06084 

落合橋   石川 fuji51658 

落合橋   大分 fuji06597 

落合橋   鳥取 fuji29427 

落合橋   島根 fuji31938 

落合橋   東京 fuji09741 

落合橋   徳島 fuji13806 

落合橋   奈良 fuji53853 

落合橋   富山 fuji04544 

落合橋   福井 fuji47208 

落合橋   福島 fuji12580 

落合橋   兵庫 fuji08481 

落合橋（→花園橋）  

北海 fuji48235 

落合橋（→小川橋）  

岡山 fuji11863 

落合橋（→赤芝橋）  

山形 fuji04748 

落合橋（→千曲大橋）  

長野 fuji16469 

落合橋（←栄橋） 

 静岡 fuji01926 

落合橋（←鳴鶴橋）  

岐阜 fuji34708 

落合橋（めがね橋）  

三重 fuji21801 

落合橋（永歳橋）  

神奈 fuji22667 

落合橋（千曲大橋）  

長野 fuji48185 

落合橋（川相橋）  

滋賀 fuji18806 

落合水路橋 山梨 fuji10647 

落合川橋  愛知 fuji05412 

落合川橋  岐阜 fuji10932 

落合川橋  滋賀 fuji32684 

落合川橋  新潟 fuji44319 

落合川橋  静岡 fuji41078 

落合川橋  奈良 fuji08690 

落合大橋  岐阜 fuji39755 

落合第一陸橋 栃木 fuji43576 

落合第三橋 栃木 fuji43172 

落合第三号橋 北海 fuji10678 

落合二号橋 岩手 fuji52774 

落手橋   愛媛 fuji09450 

落出大橋  愛媛 fuji49879 

落出大橋（←仁淀橋）  

愛媛 fuji15643 

落水沢橋  長野 fuji12141 

落水分水路橋 新潟 fuji12808 

落瀬橋   三重 fuji05271 

落谷橋   大分 fuji33560 

落田橋   新潟 fuji37329 

落畑橋   大分 fuji47738 

落部川橋  北海 fuji51586 

落部弁開橋 北海 fuji27378 

落伏橋   山形 fuji38274 

落辺橋   北海 fuji39423 

落堀橋   新潟 fuji29218 

落堀橋   福島 fuji35907 

酪進橋   北海 fuji50497 

乱戸橋   岐阜 fuji14359 

乱川橋   山形 fuji08979 

乱川橋   秋田 fuji48720 

嵐橋     fuji11608 

嵐山橋   山梨 fuji41692 

嵐山橋   神奈 fuji30720 

嵐山橋   北海 fuji49652 

嵐山跨線橋 京都 fuji53206 

嵐川橋（←三条橋）  

新潟 fuji01995 

嵐第一橋  神奈 fuji52382 

嵐第二橋  神奈 fuji52631 

欄干橋   愛媛 fuji34979 

欄干橋   群馬 fuji15990 

欄干橋   佐賀 fuji18907 

欄干橋（象潟橋）  

秋田 fuji11675 

欄塔沢橋  山形 fuji50219 

藍園橋   徳島 fuji33540 

藍高橋   徳島 fuji37268 

藍住橋   徳島 fuji42610 

藍川橋   岐阜 fuji20753 

藍川橋   北海 fuji17832 

蘭栄橋   北海 fuji45072 

蘭干橋   大分 fuji01101 

蘭国橋   北海 fuji52704 

蘭法華橋（←蘭法華跨線橋） 

北海 fuji23652 

蘭法華跨線橋（→蘭法華橋） 

北海 fuji23652 

蘭留跨線橋 北海 fuji45231 

 

… リ … 
 

利栄橋   北海 fuji47599 

利賀橋   富山 fuji23999 

利賀大橋  富山 fuji31317 

利賀大橋（←仙納原大橋）  

富山 fuji00375 

利根運河橋 千葉 fuji05989 

利根橋     fuji04671 

利根川サイホン橋  

群馬 fuji48041 

利根川橋  茨城 fuji07456 

利根川橋  群馬 fuji01914 

利根川橋  埼玉 fuji10666 

利根川橋  山梨 fuji02129 

利根川船橋 群馬 fuji04868 

利根別川橋 北海 fuji51571 

利人橋   山口 fuji05761 

利田川橋  福島 fuji12878 

利当橋   岡山 fuji44595 

利別橋   北海 fuji07679 

利別川橋  北海 fuji09867 

李橋    三重 fuji39248 

梨ノ木橋   長野 fuji06507 

梨羽橋（三田橋）  

広島 fuji50052 

梨窪橋   新潟 fuji52109 

梨沢橋   長野 fuji11302 

梨谷橋   愛媛 fuji44151 

梨谷橋   岐阜 fuji24712 

梨谷橋   鳥取 fuji52959 

梨谷橋   富山 fuji13135 

梨谷小山橋 石川 fuji47838 

梨平橋   新潟 fuji13211 

梨木橋   岩手 fuji16366 

梨木橋   宮城 fuji38582 

梨木橋   大分 fuji48830 

裏安野川橋 新潟 fuji12490 

裏山橋   長崎 fuji35847 

裏谷橋   愛媛 fuji06883 

裏谷橋   奈良 fuji36429 

裏田橋   福岡 fuji47003 

裏之沢橋  長野 fuji03179 

裏八幡橋  群馬 fuji52085 

裏門橋   熊本 fuji18880 

裏門橋   群馬 fuji41657 

裏門橋   佐賀 fuji09944 

裏柳橋   東京 fuji02317 

里浦川橋  愛媛 fuji18017 

里橋    愛知 fuji27552 

里熊橋   島根 fuji05167 

里熊大橋  島根 fuji05799 

里見橋   岡山 fuji32065 

里見橋   千葉 fuji37695 

里見橋   北海 fuji32296 

里根川橋  茨城 fuji31226 

里西橋   三重 fuji39250 

里川橋   茨城 fuji20995 

里川橋   高知 fuji34768 

里川橋   三重 fuji03332 

里谷橋   大阪 fuji11102 

里中橋   滋賀 fuji45506 

里塚橋   北海 fuji53460 

里之橋   神奈 fuji39926 

里美橋   北海 fuji38266 

里浜橋   宮城 fuji39454 

離橋    群馬 fuji05594 

陸羽街道架道橋  

埼玉 fuji21998 

陸橋    茨城 fuji25460 

陸橋    岡山 fuji32396 

陸橋    高知 fuji11996 

陸橋    三重 fuji23418 

陸橋    富山 fuji19538 

陸橋第三橋 大分 fuji27140 

陸橋第二橋 大分 fuji28059 

陸軍火薬運搬桟道橋  

東京 fuji04681 

陸軍橋（紫川橋）  

福岡 fuji25182 

陸志別橋  北海 fuji37785 

陸上川橋  鳥取 fuji12057 

陸田跨線橋 愛知 fuji16623 

陸田立橋  愛知 fuji17313 

陸別橋   北海 fuji42123 

立ケ花橋  長野 fuji04270 

立の沢橋  群馬 fuji04655 

立井地橋  秋田 fuji02088 

立羽川橋（立場川橋）  

長野 fuji09874 

立花橋   愛媛 fuji05993 

立花橋   岐阜 fuji15287 

立花橋   三重 fuji27004 

立花橋   静岡 fuji29246 

立花橋   大分 fuji48653 

立花橋   徳島 fuji48637 

立花橋   北海 fuji41344 

立花橋（堯音橋）  

愛媛 fuji01062 

立花跨線橋 大分 fuji49418 

立会川橋  東京 fuji03151 

立開橋   石川 fuji50704 

立割谷橋  徳島 fuji38503 

立岩橋   愛媛 fuji53892 

立岩橋   岐阜 fuji08636 

立岩橋   三重 fuji28874 

立岩橋   山形 fuji46704 

立岩橋   新潟 fuji26463 

立岩橋   鳥取 fuji04829 

立岩橋   栃木 fuji40805 

立岩跨線橋 福岡 fuji39563 

立岩川橋  愛媛 fuji12316 

立岩大橋（端大橋）  

福岡 fuji38342 

立慶橋（隆慶橋）  

東京 fuji06123 

立江川橋  徳島 fuji14210 

立溝川橋  岡山 fuji06339 

立合橋   山梨 fuji47578 

立合橋   静岡 fuji34934 

立合橋   福井 fuji49842 

立合川橋  山形 fuji36317 



 １４７ 

立合川橋  東京 fuji17428 

立根川橋  岩手 fuji00490 

立山橋   鹿児 fuji30159 

立山橋（→東西橋）  

富山 fuji01688 

立山橋（←新川橋）  

富山 fuji10403 

立場川橋（立羽川橋）  

長野 fuji09874 

立神橋   宮崎 fuji41591 

立神橋   鹿児 fuji13259 

立瀬川橋  香川 fuji12935 

立石架道橋 徳島 fuji08490 

立石橋   愛知 fuji11005 

立石橋   群馬 fuji24889 

立石橋   山口 fuji20632 

立石橋   滋賀 fuji35555 

立石橋   秋田 fuji52072 

立石橋   青森 fuji38100 

立石橋   長崎 fuji03949 

立石橋   鳥取 fuji27308 

立石橋   福岡 fuji05976 

立石橋（→淀江橋）  

広島 fuji29483 

立石川橋  佐賀 fuji06256 

立切川橋  愛知 fuji05022 

立川橋   愛知 fuji25019 

立川橋   愛媛 fuji10451 

立川橋   岡山 fuji24137 

立川橋   熊本 fuji08366 

立川橋   東京 fuji19312 

立川跨線橋 東京 fuji42393 

立川第一号陸橋  

東京 fuji05623 

立川二号陸橋 東京 fuji05840 

立沢橋   群馬 fuji41054 

立谷川橋  山形 fuji06455 

立谷沢川橋 山形 fuji13341 

立長橋   東京 fuji22519 

立田川橋  愛知 fuji38738 

立田川橋  岡山 fuji09928 

立縄橋     fuji13356 

立売橋   大阪 fuji00233 

立板橋   宮城 fuji34884 

立福寺橋  長崎 fuji31390 

立堀橋   佐賀 fuji35396 

立木橋   山形 fuji53599 

立門橋   熊本 fuji01522 

立野橋   宮崎 fuji47557 

立野橋   熊本 fuji01354 

立野橋   佐賀 fuji47731 

立野橋   神奈 fuji19352 

立野跨線橋 熊本 fuji48443 

立野粗橋  兵庫 fuji02940 

立野大橋  兵庫 fuji21636 

立圦橋   東京 fuji23468 

流岡川橋  香川 fuji12938 

流橋    徳島 fuji13583 

流合橋   鹿児 fuji09613 

流山橋   千葉 fuji26515 

流山橋   千葉 fuji46748 

流山橋   東京 fuji03573 

流失橋   徳島 fuji39548 

流水橋   大分 fuji48836 

流星橋   北海 fuji42200 

流石橋   長野 fuji02132 

流川橋   岡山 fuji16785 

流川橋   千葉 fuji24676 

流泉橋   北海 fuji47021 

流田橋   香川 fuji18931 

流田川橋  高知 fuji18310 

流田線一号橋 高知 fuji49403 

流尾橋   宮崎 fuji33562 

流留跨線橋 宮城 fuji29751 

溜池橋   東京 fuji05848 

溜淵橋   東京 fuji41672 

留下橋   北海 fuji46822 

留橋    茨城 fuji06906 

留橋    北海 fuji30319 

留産橋   北海 fuji23456 

留場橋   宮城 fuji01679 

留真橋   北海 fuji38961 

留辺志部橋（ルベシベ橋）  

北海 fuji43727 

留辺蘂架道橋 北海 fuji48697 

留辺蘂橋  北海 fuji35183 

留辺蘂中央橋 北海 fuji06380 

留萌橋   北海 fuji02067 

留萌川橋  北海 fuji30172 

留野橋   北海 fuji03743 

硫黄川橋  北海 fuji52710 

硫黄平橋  福島 fuji39468 

粒ケ谷地橋  青森 fuji29380 

隆慶橋   東京 fuji01847 

隆慶橋（立慶橋，龍慶橋，流蛍 

橋）   東京 fuji06123 

隆慶橋（隆慶橋）  

東京 fuji06123 

隆祥橋   三重 fuji47889 

隆生橋   北海 fuji32905 

隆泉橋   静岡 fuji44822 

隆平橋   大阪 fuji00903 

竜ケ鼻橋  群馬 fuji08244 

竜の城橋  福岡 fuji22727 

竜雲橋   東京 fuji26924 

竜栄橋   北海 fuji34552 

竜王橋   広島 fuji48419 

竜王橋   徳島 fuji38506 

竜王橋   栃木 fuji52456 

竜王避溢橋   fuji46048 

竜閑橋   東京 fuji00478 

竜閑町橋高架橋  

東京 fuji17703 

竜宮橋   群馬 fuji46144 

竜宮橋   山口 fuji36624 

竜宮橋   神奈 fuji38414 

竜宮橋   島根 fuji30951 

竜宮橋   北海 fuji37072 

竜橋    愛媛 fuji41582 

竜橋    北海 fuji51890 

竜串橋   高知 fuji29333 

竜光橋   新潟 fuji49093 

竜口橋   徳島 fuji13071 

竜山橋   北海 fuji32308 

竜山大橋  静岡 fuji35168 

竜上橋   北海 fuji40964 

竜上橋（通学橋）  

長野 fuji17136 

竜神橋   熊本 fuji38052 

竜水橋   北海 fuji14325 

竜西橋   静岡 fuji06957 

竜仙橋   福井 fuji45643 

竜仙天橋  広島 fuji06872 

竜田橋   広島 fuji22570 

竜登橋   愛媛 fuji17365 

竜頭橋   岡山 fuji27992 

竜頭橋   広島 fuji39537 

竜頭橋   大分 fuji12647 

竜頭橋   徳島 fuji27495 

竜徳谷橋  岡山 fuji16796 

竜馬橋   秋田 fuji46916 

竜背橋   山口 fuji39109 

竜尾橋   長崎 fuji04859 

竜淵橋   沖縄 fuji00084 

竜望橋   大阪 fuji23785 

竜門橋   熊本 fuji05644 

竜門橋   静岡 fuji23326 

竜門橋   和歌 fuji35226 

竜野橋（←樟津橋）  

兵庫 fuji11339 

竜野新大橋 兵庫 fuji48567 

竜脇橋   岐阜 fuji45334 

竜蟠橋   大分 fuji45818 

龍の口橋  埼玉 fuji30947 

龍安寺橋  島根 fuji26742 

龍王橋   山形 fuji28350 

龍王橋   大分 fuji36362 

龍王橋   奈良 fuji53149 

龍王橋   和歌 fuji09322 

龍化橋   兵庫 fuji26422 

龍臥橋   神奈 fuji24535 

龍宮橋   岐阜 fuji34933 

龍宮橋   神奈 fuji16717 

龍串橋   高知 fuji51693 

龍慶橋（隆慶橋）  

東京 fuji06123 

龍原橋   大分 fuji24562 

龍崎橋   宮城 fuji03258 

龍山大橋  静岡 fuji18402 

龍上橋   長野 fuji32361 

龍上橋   北海 fuji25277 

龍城橋   愛知 fuji15181 

龍神橋   秋田 fuji40038 

龍神橋   大阪 fuji01191 

龍石橋   長崎 fuji02844 

龍川橋   愛媛 fuji12087 

龍船橋（小舟渡橋）  

福井 fuji04642 

龍沢寺偃月橋 愛媛 fuji53954 

龍田橋   奈良 fuji04403 

龍田川橋  奈良 fuji02175 

龍東橋（←三峰川橋）  

長野 fuji20883 

龍頭の橋  栃木 fuji50081 

龍頭橋   大分 fuji12557 

龍頭沢橋  栃木 fuji38115 

龍洞院架道橋 長野 fuji08642 

龍之橋   大阪 fuji19577 

龍之渡井  和歌 fuji00589 

龍馬橋   秋田 fuji04111 

龍幡橋   兵庫 fuji02942 

龍幡橋（→渡り所橋） 

兵庫 fuji23245 

龍尾橋   長崎 fuji04231 

龍淵橋   岐阜 fuji24983 

龍門橋   岐阜 fuji19474 

旅所橋   東京 fuji00345 

旅石橋   福岡 fuji53713 

旅足橋   岐阜 fuji11818 

旅足水路橋 岐阜 fuji11951 

旅名橋   千葉 fuji52295 

旅籠町橋  東京 fuji23974 

旅籠町橋陸橋 東京 fuji24234 

了仁寺参道橋 大分 fuji30908 

両羽橋   山形 fuji02909 

両運橋   山口 fuji23438 

両鬼橋   新潟 fuji48755 

両宮橋   滋賀 fuji38466 

両京橋   長野 fuji26225 

両郷橋   三重 fuji05545 

両郡橋   愛知 fuji39633 

両郡橋   茨城 fuji04115 

両郡橋   三重 fuji05886 

両郡橋   新潟 fuji06138 

両郡橋   神奈 fuji39229 

両郡橋   大分 fuji03460 

両郡橋   長野 fuji02636 

両郡橋   東京 fuji11209 

両郡橋   奈良 fuji08885 

両郡橋（→日野橋）  

福井 fuji02340 

両郡橋（→帆山橋）  

福井 fuji07170 

両景橋   香川 fuji03096 

両合区橋（→両国橋）  

徳島 fuji03648 

両合川橋  大分 fuji17747 

両国橋   愛知 fuji14985 

両国橋   岡山 fuji25136 

両国橋   広島 fuji16022 

両国橋   香川 fuji34091 

両国橋   三重 fuji17033 

両国橋   山梨 fuji14395 

両国橋   神奈 fuji21386 

両国橋   静岡 fuji32438 

両国橋   大阪 fuji20777 

両国橋   長野 fuji04548 

両国橋   東京 fuji02311 

両国橋   福岡 fuji18318 

両国橋（←両合区橋）  

徳島 fuji03648 

両国橋（大橋） 東京 fuji00352 

両国錦糸町高架橋  

東京 fuji08990 

両国御茶ノ水間高架橋  

東京 fuji23545 

両国大橋  東京 fuji52426 

両堺橋   東京 fuji11391 

両枝橋   愛知 fuji49550 

両尺橋   岐阜 fuji17022 

両新橋   新潟 fuji41224 

両神橋（←美瑛橋）  

北海 fuji06433 

両石橋   岩手 fuji51606 

両組橋   大分 fuji16350 

両総用水水路橋  

千葉 fuji36038 

両村橋   大分 fuji29548 

両大師橋  東京 fuji25308 

両沢橋   愛知 fuji24737 

両沢橋   長野 fuji36404 

両筑橋   福岡 fuji12721 

両津橋   新潟 fuji00445 

両田川橋  山形 fuji16438 

両島橋   岐阜 fuji50716 

両島橋   大阪 fuji01577 

両島橋   長野 fuji16382 

両道橋   新潟 fuji52888 

両福島船橋 群馬 fuji09471 

両本橋   山梨 fuji51978 

両毛橋   群馬 fuji16447 

両毛線横断高架橋橋  

群馬 fuji19304 

両毛線高架橋 栃木 fuji21012 

両毛線立体交差橋  

栃木 fuji53274 

凌雲橋   東京 fuji10664 

凌雲橋（１０号橋）  

北海 fuji52418 

梁の上橋  徳島 fuji44615 

梁崎橋   宮崎 fuji40884 

梁場橋   宮城 fuji03245 

梁場橋   長野 fuji14688  

梁瀬橋   愛媛 fuji32982 

梁瀬橋   岡山 fuji47714  

梁瀬橋   山形 fuji29752  

梁瀬橋   神奈 fuji31326 

梁瀬橋   徳島 fuji52203  



 １４８ 

梁瀬大橋  和歌 fuji37737  

梁川橋   山梨 fuji24590  

梁川橋   長崎 fuji25861  

梁川橋   福島 fuji19757  

梁津橋   茨城 fuji45607  

涼月橋   高知 fuji07793  

療養所橋  福岡 fuji19618  

良城橋   山口 fuji26322 

良善寺橋  秋田 fuji38390  

良々子沢橋 福島 fuji34272 

陵東橋   大阪 fuji20385 

陵北橋   京都 fuji30045 

陵北橋   大阪 fuji44210 

領家橋   広島 fuji29486 

領界橋   大阪 fuji36277 

領石橋   高知 fuji09811 

領内橋   三重 fuji17218 

力石橋   岐阜 fuji23175 

力石橋   香川 fuji44145 

力石橋   東京 fuji37095 

力石橋（村上橋）  

長野 fuji10617 

力石橋（笄橋） 長野 fuji02389 

力万橋   兵庫 fuji25828 

力名橋   宮城 fuji02505 

緑が丘高架橋 東京 fuji21536 

緑の吊橋  東京 fuji34242 

緑蔭橋   北海 fuji46067 

緑雲橋   北海 fuji45077 

緑栄橋   北海 fuji48272 

緑丘橋   北海 fuji50360 

緑橋    愛媛 fuji09447 

緑橋    茨城 fuji05485 

緑橋    京都 fuji35791 

緑橋    三重 fuji06969 

緑橋    山形 fuji03277 

緑橋    山口 fuji15944 

緑橋    鹿児 fuji25234 

緑橋    神奈 fuji01825 

緑橋    静岡 fuji18210 

緑橋    大阪 fuji50037 

緑橋    大分 fuji33555 

緑橋    長野 fuji02882 

緑橋    東京 fuji00480 

緑橋    福岡 fuji33965 

緑橋    兵庫 fuji44125 

緑橋    北海 fuji24420 

緑橋第二号橋 大分 fuji35079 

緑郷橋   北海 fuji48268 

緑景大橋  北海 fuji37371 

緑跨線橋  北海 fuji46667 

緑小橋   三重 fuji14856 

緑小橋   鳥取 fuji53692 

緑川橋   熊本 fuji15707 

緑川橋   兵庫 fuji43905 

緑泉橋   北海 fuji40935 

緑泉大橋  北海 fuji36838 

緑線橋   北海 fuji41033 

緑大橋   広島 fuji33709 

緑大橋   鳥取 fuji52956 

緑埜橋   群馬 fuji19086 

林栄橋   北海 fuji53729 

林橋    茨城 fuji50859 

林橋    京都 fuji26082 

林橋    香川 fuji50439 

林橋    奈良 fuji31174 

林慶橋   佐賀 fuji10607 

林崎橋   兵庫 fuji24762 

林川橋   長崎 fuji04854 

林谷橋   福井 fuji51283 

林田川橋  兵庫 fuji23427 

林田第一避溢橋  fuji45844 

林田第二避溢橋  fuji45845 

林道橋   宮城 fuji30329 

林野高架橋   fuji45857 

林野避溢橋   fuji46041 

林友橋   北海 fuji41167 

臨海橋   沖縄 fuji00508 

臨海高速鶴見川橋  

神奈 fuji51422 

臨御橋   神奈 fuji51799 

臨港橋   北海 fuji20825 

臨港橋（四日市港可動橋）  

三重 fuji23493 

臨港鶴見川橋 神奈 fuji17543 

臨川寺川橋 長野 fuji11632 

輪ケ淵橋  福島 fuji26449 

輪見橋   群馬 fuji21358 

輪厚橋   北海 fuji53233 

 

… ル … 
 

瑠橡橋 北海 fuji32893 

瑠璃橋 広島 fuji14260 

瑠璃光橋 愛知 fuji50017 

瑠璃光橋 香川 fuji15505 

瑠椽川橋 北海 fuji15725 

 

… レ … 
 

例幣使街道陸橋  

栃木 fuji48511 

冷水橋   鹿児 fuji11680 

冷水橋   静岡 fuji25011 

冷水橋   北海 fuji45048 

冷水川橋  島根 fuji15823 

冷水川橋  北海 fuji23670 

冷川暗橋  静岡 fuji25565 

冷田橋   徳島 fuji02589 

冷田川橋  徳島 fuji12922 

礼作別橋  北海 fuji46789 

礼聖橋   静岡 fuji23331 

礼文橋   北海 fuji16359 

礼文川橋  北海 fuji19984 

礼文塚川橋 北海 fuji12099 

礼文浜陸橋 北海 fuji20289 

鈴ケ森架道橋 東京 fuji18599 

鈴ケ森高架橋 東京 fuji18600 

鈴ケ沢橋  長野 fuji28177 

鈴の音橋（南国栖橋）  

奈良 fuji40415 

鈴音橋   北海 fuji51152 

鈴関橋   福島 fuji28157 

鈴丸橋   和歌 fuji38327 

鈴久石橋  岩手 fuji34290 

鈴橋    滋賀 fuji07921 

鈴橋    大阪 fuji32532 

鈴懸橋   宮城 fuji27221 

鈴懸橋   北海 fuji52748 

鈴見橋   石川 fuji37988 

鈴原橋   三重 fuji05039 

鈴跨線橋  山形 fuji51395 

鈴江橋（→三ツ合橋）  

徳島 fuji14703 

鈴国橋   三重 fuji42428 

鈴鹿（大橋） 三重 fuji20362 

鈴鹿川橋  三重 fuji02356 

鈴川橋   香川 fuji20643 

鈴川橋   鹿児 fuji25806 

鈴川橋   神奈 fuji18982 

鈴倉沢水路橋 栃木 fuji16073 

鈴沢橋   群馬 fuji53940 

鈴谷橋   富山 fuji49274 

鈴蘭橋   宮城 fuji53467 

鈴蘭橋   群馬 fuji46330 

鈴蘭橋（←成田橋）  

北海 fuji35000 

鈴蘭橋（←成田橋）  

北海 fuji51585 

零号橋   北海 fuji16981 

霊屋橋（←越路橋）  

宮城 fuji13711 

霊岸橋   東京 fuji00949 

霊山橋   東京 fuji22608 

霊仙橋   静岡 fuji10465 

霊泉橋   和歌 fuji18998 

霊台橋   熊本 fuji01065 

霊台橋（桑津留橋・船津橋） 

熊本 fuji01286 

霊南橋   長崎 fuji12942 

麗橋    徳島 fuji30235 

麗倉橋   岩手 fuji44739 

列系図橋  滋賀 fuji07507 

烈々布橋  北海 fuji51512 

恋瀬橋   茨城 fuji23130 

恋瀬川橋  茨城 fuji07277 

恋沢川橋  群馬 fuji22908 

恋谷橋   鳥取 fuji41759 

恋之岐橋  新潟 fuji47673 

恋問橋   北海 fuji38832 

恋野橋   和歌 fuji33678 

漣橋    神奈 fuji01832 

漣橋    東京 fuji22615 

煉塀橋   東京 fuji17902 

簾谷橋   岡山 fuji18686 

簾舞橋   北海 fuji40186 

練合橋   富山 fuji26946 

練馬大橋  東京 fuji43816 

練兵橋   東京 fuji18535 

蓮井橋   香川 fuji18935 

蓮河橋（長平越の石橋）  

熊本 fuji09018 

蓮花寺橋  愛知 fuji38592 

蓮花寺橋  三重 fuji13405 

蓮華寺橋  神奈 fuji47405 

蓮華寺高架橋 滋賀 fuji45850 

蓮橋    群馬 fuji45912 

蓮根橋   東京 fuji42277 

蓮正寺橋  神奈 fuji50551 

蓮正寺高架橋 神奈 fuji52883 

蓮台寺橋  熊本 fuji13477 

蓮台野橋  岩手 fuji20295 

蓮池橋   大阪 fuji21182 

蓮池橋   徳島 fuji53129 

蓮池高架橋   fuji45854 

蓮池川橋  香川 fuji18928 

蓮池川橋  大阪 fuji02155 

蓮田橋   埼玉 fuji52836 

蓮田橋   三重 fuji53837 

蓮田橋   長崎 fuji04860 

蓮藏寺橋  長崎 fuji27208 

連歌橋   神奈 fuji08827 

連合橋（←へんべ橋）  

岐阜 fuji07772 

連尺野橋  鹿児 fuji18891 

連線橋   大阪 fuji17718 

連台橋   神奈 fuji36394 

連帆橋   山口 fuji24163 

連絡橋   北海 fuji44392 

 

… ロ … 
 

呂久橋   岐阜 fuji05007 

呂久川橋  岐阜 fuji03126 

櫓橋    神奈 fuji29068 

櫓橋    長野 fuji14899 

櫓木川橋  鹿児 fuji18041 

露橋    大分 fuji43959 

露切橋   長野 fuji46186 

露洞橋   岐阜 fuji19696 

浪岡橋   青森 fuji03222 

浪岡跨線橋 青森 fuji40483 

浪花橋   北海 fuji49729 

浪花町高架橋 大阪 fuji24364 

浪華橋   大阪 fuji28198 

浪吉橋   大阪 fuji16744 

浪瀬川橋  佐賀 fuji08349 

浪速橋   北海 fuji46537 

浪速江橋  大阪 fuji10942 

浪打橋   青森 fuji05216 

狼河原橋  宮城 fuji03527 

狼川橋   滋賀 fuji26075 

老ケ辻避溢橋 京都 fuji02396 

老ノ沢橋   山形 fuji13831 

老橋    愛知 fuji34941 

老松橋   岡山 fuji09288 

老松橋   岩手 fuji12102 

老松橋   三重 fuji18295 

老松橋   大阪 fuji18653 

老松橋   東京 fuji18766 

老松橋   福島 fuji17527 

老神橋（内楽橋）  

群馬 fuji46569 

老神川橋  鹿児 fuji17753 

老親橋（三枚橋）  

富山 fuji33212 

老川橋   千葉 fuji36570 

老谷橋   愛媛 fuji44710 

老谷橋   岐阜 fuji48107 

老富橋   京都 fuji26305 

老部橋   青森 fuji09695 

六ツ浦二号橋 神奈 fuji50397 

六ツ見橋  岐阜 fuji16510 

六ツ又陸橋  東京 fuji53045 

六ノ橋   東京 fuji21926 

六の橋   北海 fuji22490 

六ノ辻橋   新潟 fuji27412 

六ノ坪橋   岡山 fuji13178 

六厩橋   岐阜 fuji38637 

六浦橋   神奈 fuji19483 

六角橋   宮城 fuji02269 

六角橋   佐賀 fuji07610 

六角橋   神奈 fuji20340 

六角橋   兵庫 fuji21456 

六角川橋  佐賀 fuji21895 

六貫橋   東京 fuji27407 

六間橋   佐賀 fuji35249 

六間川橋  岡山 fuji06344 

六間門橋  福島 fuji16997 

六興橋   北海 fuji44993 

六興寺橋  岐阜 fuji29238 

六郷橋   宮城 fuji02736 

六郷橋   神奈 fuji01659 

六郷橋（→佐内橋）  

東京 fuji00150 

六郷橋（左内橋）  

東京 fuji02120 

六郷川橋  東京 fuji01818 

六郷用水架道橋  fuji45286 

六軒屋橋  大阪 fuji37032 

六軒家川橋 大阪 fuji38792 

六軒橋   京都 fuji10645 

六軒口橋  新潟 fuji53644 

六軒町橋  香川 fuji12924 

六戸橋   青森 fuji11366 

六五郎橋  佐賀 fuji32514 

六五郎橋  福岡 fuji48115 



 １４９ 

六甲小橋  兵庫 fuji36614 

六甲大橋  兵庫 fuji36052 

六高橋   福岡 fuji51485 

六号橋   東京 fuji25987 

六号橋   北海 fuji31481 

六号跨線橋 北海 fuji49897 

六号国道架道橋  

東京 fuji49571 

六合橋   静岡 fuji22714 

六三橋   千葉 fuji10319 

六四郎橋  熊本 fuji13760 

六志橋   宮城 fuji45903 

六志内橋  北海 fuji51579 

六十間橋（境橋）  

北海 fuji25443 

六十谷橋  和歌 fuji43232 

六十田橋  宮崎 fuji42475 

六十内橋  京都 fuji11011 

六十枚橋  福島 fuji29389 

六条橋   香川 fuji25413 

六条橋   徳島 fuji19717 

六条橋   北海 fuji48863 

六条之橋  京都 fuji00492 

六条樋門橋 徳島 fuji16911 

六人部橋  京都 fuji11332 

六人部大橋 京都 fuji46754 

六線橋   北海 fuji46538 

六蔵橋   大阪 fuji02150 

六湛寺川橋 兵庫 fuji00909 

六段橋   長野 fuji43212 

六地蔵橋  岡山 fuji14701 

六地蔵橋  佐賀 fuji12378 

六地蔵橋  鹿児 fuji27150 

六長橋   佐賀 fuji09015 

六田橋   佐賀 fuji47972 

六斗橋   長野 fuji36265 

六斗川橋  長野 fuji11929 

六日町跨線橋 新潟 fuji46715 

六之橋   新潟 fuji49087 

六之橋   東京 fuji27614 

六把野井水拱橋  

三重 fuji14116 

六馬橋   大分 fuji24567 

六反橋   東京 fuji31883 

六反田橋  岡山 fuji35062 

六反田橋  京都 fuji42590 

六反田第一橋 熊本 fuji07079 

六反田第二橋 熊本 fuji07080 

六番橋   宮城 fuji02518 

六番橋   滋賀 fuji50866 

六番西橋  北海 fuji50110 

六番町陸橋 東京 fuji07033 

六部橋   京都 fuji27295 

六本松橋  福岡 fuji01484 

六本松高架橋 愛知 fuji51296 

六枚橋   青森 fuji10021 

六万橋   石川 fuji43203 

六路谷橋  広島 fuji35827 

麓橋    愛媛 fuji40651 

麓橋    宮崎 fuji50076 

麓橋    新潟 fuji05503 

麓橋    北海 fuji36972 

麓橋（水ノ手橋）  

鹿児 fuji47558 

麓石橋   鹿児 fuji00896 

論ケ町川避溢橋  

大阪 fuji02156 

論地橋   熊本 fuji50455 

論地橋   鹿児 fuji53926 

 

… ワ … 
 

倭橋    長野 fuji14353 

倭橋    栃木 fuji22254 

倭橋    福島 fuji09528 

倭橋（大妻橋） 長野 fuji19775 

倭文橋   鳥取 fuji23250 

和井谷橋  岐阜 fuji42929 

和井田橋  福岡 fuji24782 

和井野橋  三重 fuji13669 

和歌山跨線橋 和歌 fuji22096 

和歌山線跨線橋  

奈良 fuji21231 

和歌川橋  和歌 fuji41110 

和賀橋   岩手 fuji01605 

和賀仙人橋 岩手 fuji23519 

和賀川橋  岩手 fuji06024 

和賀大橋  岩手 fuji52770 

和賀中央橋 岩手 fuji38067 

和賀中央大橋 岩手 fuji26371 

和寒跨線橋 北海 fuji47030 

和気橋（←和気覇橋）  

岡山 fuji06990 

和気覇橋（→和気橋）  

岡山 fuji06990 

和久川橋  京都 fuji12043 

和橋    北海 fuji41152 

和故橋   岐阜 fuji01609 

和光橋   静岡 fuji42947 

和口川橋  愛媛 fuji11886 

和耕橋   埼玉 fuji39214 

和合浦橋  富山 fuji26953 

和合堰水路橋 山形 fuji29173 

和合橋   岐阜 fuji01737 

和合橋   宮崎 fuji41967 

和合橋   群馬 fuji15630 

和合橋   三重 fuji23214 

和合橋   大阪 fuji19578 

和合橋   長野 fuji04498 

和合橋   徳島 fuji29325 

和合橋   奈良 fuji06987 

和合橋（→生出橋）  

宮城 fuji33645 

和合橋（←塩ノ瀬橋） 

宮城 fuji13712 

和佐谷橋  石川 fuji23508 

和座川橋  岩手 fuji17694 

和爾賀波橋 香川 fuji24401 

和新橋   神奈 fuji20059 

和瀬川橋  静岡 fuji05705 

和泉橋   愛媛 fuji34766 

和泉橋   三重 fuji02576 

和泉橋   東京 fuji01942 

和泉橋   福岡 fuji25832 

和泉橋   福島 fuji07144 

和泉橋   北海 fuji42195 

和泉上跨線橋 神奈 fuji44190 

和泉田橋  福島 fuji53270 

和倉橋   東京 fuji21090 

和倉跨線橋 石川 fuji32525 

和沢橋   長野 fuji30555 

和知橋   岡山 fuji22388 

和知川橋  京都 fuji06866 

和知野川橋 長野 fuji43176 

和天別橋  北海 fuji43393 

和田架道橋 福井 fuji14617 

和田橋   岐阜 fuji22310 

和田橋   宮崎 fuji29449 

和田橋   京都 fuji33166 

和田橋   群馬 fuji48742 

和田橋   埼玉 fuji19506 

和田橋   三重 fuji13671 

和田橋   山梨 fuji41879 

和田橋   鹿児 fuji14324 

和田橋   神奈 fuji43595 

和田橋   青森 fuji12187 

和田橋   大阪 fuji45965 

和田橋   長野 fuji00809 

和田橋   鳥取 fuji28723 

和田橋   東京 fuji46588 

和田橋   徳島 fuji22576 

和田橋   奈良 fuji42976 

和田橋   福井 fuji30340 

和田橋   福岡 fuji39402 

和田橋   兵庫 fuji29281 

和田橋（→栄橋）  

新潟 fuji46173 

和田跨線橋 兵庫 fuji19843 

和田跨線人道橋  

神奈 fuji53060 

和田山橋  京都 fuji50748 

和田山橋  佐賀 fuji33273 

和田川橋  岡山 fuji53370 

和田川橋  鹿児 fuji22180 

和田川橋  静岡 fuji26046 

和田川橋  大分 fuji15895 

和田川橋  長野 fuji09487 

和田旋回橋 兵庫 fuji06233 

和田前橋  徳島 fuji10764 

和田倉橋  東京 fuji02095 

和田大橋  秋田 fuji41198 

和田谷橋  岡山 fuji22123 

和田谷橋  高知 fuji25784 

和田津橋  徳島 fuji29982 

和田堀橋  東京 fuji45930 

和田野橋  京都 fuji11219 

和堂地橋  岩手 fuji42838 

和道橋   大阪 fuji31337 

和奈見橋  鳥取 fuji24830 

和南ケ崎橋  島根 fuji26116 

和南橋   滋賀 fuji36421 

和南津橋（←永寿橋）  

新潟 fuji02236 

和姫橋   大阪 fuji39636 

 

和淵橋(←神取橋)  

宮城 fuji23494 

和平橋   奈良 fuji30371 

和名中橋  群馬 fuji44467 

和木川橋  島根 fuji15450 

和野通架道橋 青森 fuji51910 

和利山橋  滋賀 fuji37123 

和留沢橋  新潟 fuji35667 

和良大橋（下洞橋）  

岐阜 fuji12742 

和良遍橋  岐阜 fuji04499 

脇ノ垣内橋  和歌 fuji47509 

脇の沢橋  山形 fuji24580 

脇ノ谷橋   和歌 fuji35806 

脇柿内橋  岐阜 fuji40573 

脇橋    宮城 fuji02271 

脇原橋   広島 fuji33533 

脇沼橋   群馬 fuji30945 

脇瀬橋   熊本 fuji52287 

脇川橋   香川 fuji20537 

脇川橋   新潟 fuji17301 

脇谷橋（神瀬橋）  

三重 fuji10650 

脇町橋   徳島 fuji35588 

脇町潜水橋 徳島 fuji41290 

脇田橋   岡山 fuji11866 

脇田川橋  鹿児 fuji22450 

脇田陸橋  埼玉 fuji29883 

脇方橋   富山 fuji39036 

鷲の巣橋  岩手 fuji41920 

鷲の巣跨線橋 北海 fuji51040 

鷲ノ巣川橋  岩手 fuji42289 

鷲橋    福井 fuji49844 

鷲見橋   新潟 fuji49097 

鷲原橋   岐阜 fuji46716 

鷲山橋   神奈 fuji41375 

鷲尾橋   山梨 fuji39749 

鷲尾橋   青森 fuji02472 

鷲別橋   北海 fuji29633 

鷲別第三号橋 北海 fuji48316 

鷲堀橋   北海 fuji51110 

鷲毛橋（鷲毛第三橋）  

三重 fuji49530 

鷲毛跨線橋 三重 fuji48540 

 

鷲毛第三橋（鷲毛橋）  

三重 fuji49530 

鷲木橋   新潟 fuji05515 

鷲林寺橋  兵庫 fuji28530 

鷲范橋（→牛潟橋）  

青森 fuji04733 

亘理跨線橋 宮城 fuji45112 

鰐ケ淵橋  茨城 fuji40045 

鰐石橋   山口 fuji04682 

鰐川橋   長崎 fuji38049 

鰐淵橋   大分 fuji48445 

鰐渕川橋  長崎 fuji04325 

藁科橋（→安西橋）  

静岡 fuji08861 

藁科橋（←稚児橋）  

静岡 fuji01874 

藁科橋（稚児橋）  

静岡 fuji48391 

蕨谷橋   鹿児 fuji31627 

蕨野一号橋 佐賀 fuji34104 

蕨野橋   宮崎 fuji28239 

蕨野橋   大分 fuji39300 

湾津橋   宮崎 fuji06226 

腕岩尻橋  島根 fuji34016 

弍郷半領猿又閘門・葛三橋 

（閘門橋） 東京 fuji11510 

 



 １５０ 

 

… ＪＩＳ第二水準 … 
 

俎橋    東京 fuji01940 

偃月橋   香川 fuji28296 

偕楽橋   石川 fuji36199 

兩橋    京都 fuji11330 

兩神橋   北海 fuji39980 

凉橋    北海 fuji49898 

刎橋    岐阜 fuji29537 

刎橋    熊本 fuji03960 

刎橋    高知 fuji27114 

刎田橋   愛知 fuji18097 

丗六橋   兵庫 fuji11852 

雙（双）龍橋 愛知 fuji15303 

哇江橋   石川 fuji47842 

咥内橋   高知 fuji53381 

咥内陸橋  高知 fuji17380 

嘴崎橋   兵庫 fuji39091 

嘶橋    宮城 fuji02723 

嘯月橋   静岡 fuji13044 

嘯月橋   北海 fuji33177 

埃宮橋   広島 fuji29315 

墹の上橋（あやめ橋）  

静岡 fuji44754 

墹の上第二橋 静岡 fuji40113 

壺井橋   熊本 fuji06662 

孕橋    高知 fuji39116 

專立寺橋  香川 fuji29438 

屏風ケ浦跨線人道橋  

神奈 fuji49991 

岑重橋   山口 fuji05326 

岶の口橋  京都 fuji53165 

嶽見橋   鹿児 fuji19894 

嶽鼻橋（大沢大橋）  

秋田 fuji31505 

帷子橋   神奈 fuji01458 

帷子川橋  神奈 fuji05116 

怱作橋   愛知 fuji32377 

惠蘇宿橋  福岡 fuji15190 

戌亥川橋  兵庫 fuji03436 

戌橋    青森 fuji19491 

拱橋    長崎 fuji09502 

捫別橋   北海 fuji51141 

捫別川橋  北海 fuji24650 

搦手橋   茨城 fuji33486 

搦手橋   岩手 fuji49207 

擂鉢谷橋  徳島 fuji30449 

朧ケ橋   大阪 fuji14247 

朧気橋   山形 fuji03272 

朧気川橋  山形 fuji08982 

杣屋止沢橋 長野 fuji27637 

杣場川橋  香川 fuji12940 

杣川橋   愛媛 fuji17722 

杣川橋   滋賀 fuji04572 

枌所橋（田万橋）  

香川 fuji28769 

枡形橋   岐阜 fuji31198 

枡形橋   京都 fuji22085 

枡川橋   三重 fuji25033 

枡沢橋   岩手 fuji47437 

枡谷橋   京都 fuji33604 

柞沢橋   長野 fuji23498 

柞田川下橋 香川 fuji07938 

柞田川橋  香川 fuji07212 

柞野橋   香川 fuji48970 

檜ケ原下橋  広島 fuji16324 

檜ケ原上橋  広島 fuji17460 

檜ノ尾川橋  大阪 fuji02422 

檜の木橋  北海 fuji48686 

檜橋    山形 fuji13008 

檜橋    島根 fuji35821 

檜橋    徳島 fuji14924 

檜原橋   山形 fuji31511 

檜原橋   秋田 fuji46915 

檜口橋   岩手 fuji28144 

檜山橋   島根 fuji32412 

檜山川橋  秋田 fuji43274 

檜川橋   京都 fuji04660 

檜村橋   東京 fuji28988 

檜沢橋   群馬 fuji37852 

檜沢橋   福島 fuji42865 

檜谷橋   広島 fuji47511 

檜谷橋   和歌 fuji42284 

檜塚橋   群馬 fuji50379 

檜尾川橋 大阪 fuji43295 

檜淵橋   岐阜 fuji24984 

栩ケ谷橋  徳島 fuji47521 

栩サコ谷橋  徳島 fuji38204 

栩谷橋   徳島 fuji02253 

栫橋    鹿児 fuji37505 

條鉢沢橋  新潟 fuji19135 

檮原橋   高知 fuji08923 

梵天橋   埼玉 fuji23523 

梍橋    栃木 fuji30029 

椨ケ迫橋  鹿児 fuji18471 

椨川橋   鹿児 fuji50842 

椚沢橋   東京 fuji36240 

楮橋    富山 fuji11142 

楮原橋   広島 fuji33534 

椹沢橋（→反田橋）  

山形 fuji25457 

椹野川橋  山口 fuji08703 

椰の橋   埼玉 fuji30985 

楡原橋   富山 fuji43472 

楡沢橋   長野 fuji11290 

槐橋    東京 fuji02758 

榧木橋   福島 fuji08733 

權三橋   神奈 fuji19255 

槲野橋   大阪 fuji02142 

樒橋（→会青橋）  

福島 fuji22242 

樒谷橋   徳島 fuji38208 

檍橋    鹿児 fuji09509 

櫃ノ下川橋  北海 fuji33786 

櫟原橋   奈良 fuji29424 

櫟木車橋  大分 fuji01321 

欅橋    東京 fuji01428 

欅橋    福島 fuji18745 

欅坂橋   福岡 fuji13750 

泓第一橋  京都 fuji43699 

泓第二橋  京都 fuji43700 

泙川橋   群馬 fuji39007 

渕ノ内橋   群馬 fuji25961 

涸沼橋（→平戸橋）  

茨城 fuji30421 

涸沼川橋  茨城 fuji16205 

淺川橋   茨城 fuji39342 

淙徳橋   静岡 fuji31796 

渭津橋（徳島橋）  

徳島 fuji00111 

渭北橋   徳島 fuji52016 

溪雲橋   東京 fuji28609 

溪雲橋   北海 fuji52451 

溪勢橋   滋賀 fuji45398 

溪笛橋   北海 fuji48301 

溪鳴橋   北海 fuji42087 

溪流橋   北海 fuji40987 

溷橋    福島 fuji35279 

灌漑溝橋  北海 fuji13810 

潭水橋   愛知 fuji24040 

澳田橋   福島 fuji13210 

燧橋    福井 fuji13143 

爛川橋   香川 fuji39279 

犂谷橋   三重 fuji25026 

狢橋（→第一豊富橋）  

青森 fuji08447 

狢范橋   青森 fuji03746 

狹橋    新潟 fuji38290 

獺越橋   鹿児 fuji41467 

獺沢橋   宮城 fuji25250 

瑪璢橋   北海 fuji40932 

甕石橋   兵庫 fuji08754 

畫津橋   熊本 fuji25834 

眞栄橋   北海 fuji44996 

眞開橋   岡山 fuji27326 

眞玉橋   沖縄 fuji00090 

眞錦橋   新潟 fuji02560 

眞金橋   神奈 fuji04031 

眞駒内林道橋 北海 fuji42192 

眞見橋   三重 fuji25357 

眞幸橋   宮崎 fuji31372 

眞上橋   大阪 fuji43988 

眞人橋   秋田 fuji49947 

眞瀬橋   秋田 fuji08518 

眞雪橋   東京 fuji03554 

眞谷地橋  北海 fuji36078 

眞鳥山橋  長野 fuji27422 

眞締大橋  山口 fuji30495 

眞島橋   長野 fuji06727 

眞如寺川橋 大阪 fuji43883 

眞福井橋  東京 fuji03553 

眞福寺川橋 静岡 fuji51291 

礪射橋   富山 fuji04161 

礫川橋   東京 fuji04359 

祓川眼鏡橋（大園橋）  

鹿児 fuji09859 

祓川橋   愛媛 fuji28905 

祓川橋   宮崎 fuji33430 

祓川橋   香川 fuji09446 

祓川橋   三重 fuji03062 

祓川橋   鹿児 fuji20465 

祓川橋   大分 fuji12076 

祓川橋   徳島 fuji13182 

祓川橋   福岡 fuji07724 

祓川橋   和歌 fuji13062 

祓川橋（旧） 福島 fuji00842 

祓川橋（土器川橋）  

香川 fuji19457 

祓禊橋   兵庫 fuji14115 

禊橋    茨城 fuji18280 

禊橋    熊本 fuji15662 

禊橋    東京 fuji29018 

禊川橋   三重 fuji16014 

穹崇橋   山口 fuji14414 

竈橋    島根 fuji34602 

竈門橋（蛇田橋）  

熊本 fuji15661 

笊川橋   宮城 fuji42027 

笊淵橋   山形 fuji40838 

笊篭橋   山形 fuji47445 

笙橋    福井 fuji07496 

笄橋    長野 fuji05534 

笄橋（力石橋） 長野 fuji02389 

筌ノ口橋   大分 fuji26493 

筬橋    新潟 fuji37333 

筬世橋   東京 fuji03877 

筬島橋   北海 fuji49909 

箒川橋   栃木 fuji05161 

箒川新橋（→野崎橋）  

栃木 fuji04524 

籠岩橋   栃木 fuji44456 

籠岩橋   福島 fuji49799 

籠久保架道橋 神奈 fuji18622 

籠原橋   長崎 fuji11522 

籠場橋   神奈 fuji11790 

籠場大橋  新潟 fuji40376 

籠川橋   愛知 fuji15412 

籠池橋   愛知 fuji29251 

籠田橋   愛知 fuji36732 

籠田橋   長野 fuji26028 

籠矢橋   埼玉 fuji16847 

籠立橋   鳥取 fuji25107 

簀子橋   茨城 fuji00399 

簀子橋   山梨 fuji41868 

簀子谷橋  鳥取 fuji20403 

簗橋    鹿児 fuji26186 

簗橋    徳島 fuji38764 

簗瀬橋   滋賀 fuji51822 

簗瀬橋   大分 fuji48444 

簗川橋   岩手 fuji02479 

簗川橋   長崎 fuji07425 

籔津橋（←孫四郎橋）  

鳥取 fuji01146 

糀ケ原橋  大分 fuji45824 

糀花橋   東京 fuji20015 

糀谷橋   東京 fuji39485 

糒橋    福岡 fuji41298 

經田橋   富山 fuji23475 

翆波橋   愛媛 fuji39670 

翔竜橋（→沼田大橋）  

北海 fuji17606 

飜木禽橋  北海 fuji44251 

耆町橋   熊本 fuji30413 

脛永橋   岐阜 fuji09397 

芫迫橋（高弁橋）  

鹿児 fuji13768 

茲雲橋   香川 fuji11763 

茲眠橋   山梨 fuji51444 

菫橋    大阪 fuji42168 

菫橋    北海 fuji40180 

葭浦橋   山形 fuji16995 

葭屋橋   大阪 fuji00988 

葭沢橋   福島 fuji45125 

葭谷橋   神奈 fuji19257 

葭島橋   京都 fuji46958 

萬（屋）橋  長崎 fuji13917 

萬才橋   新潟 fuji49520 

萬世橋   静岡 fuji07584 

萬籠谷橋  三重 fuji19565 

蒟蒻橋   東京 fuji01472 

蓍町橋   熊本 fuji30201 

蓼原橋   京都 fuji24057 

蓼原橋   熊本 fuji13247 

蓼川橋   神奈 fuji46156 

薊橋    埼玉 fuji41658 

薊谷橋   島根 fuji23360 

薊野川橋  高知 fuji18309 

藪ケ市橋  高知 fuji36640 

藪下橋   愛知 fuji09535 

藪橋    大分 fuji52229 

藪瀬橋   福岡 fuji15499 

藪川橋   愛知 fuji18635 

藪川橋   岐阜 fuji02570 

藪川橋   宮城 fuji20297 

藪津橋   長野 fuji11712 

藪田橋（→生野橋）  

兵庫 fuji02249 

藪片原橋（智頭橋）  

鳥取 fuji00207 

藺田川橋  岡山 fuji25123 

蠣浜橋   東京 fuji01949 

蛯夷ケ沢橋  青森 fuji03218 

蛯川橋   青森 fuji39189 

蛯谷跨線橋 北海 fuji52511 

蜆橋    愛知 fuji21167 

蜆橋    大阪 fuji09787 

蜷巻橋（蜷城橋）  



 １５１ 

福岡 fuji21501 

蜷城橋？（蜷巻橋）  

福岡 fuji21501 

蜷川橋   富山 fuji24947 

蝮ケ瀬橋  三重 fuji37346 

蝮沢橋   静岡 fuji27652 

蝮沢橋   福島 fuji08311 

蝙蝠橋（広瀬大橋）  

石川 fuji01539 

蟇目橋   岩手 fuji51369 

蟠溪橋   北海 fuji36304 

蟶潟橋   山口 fuji24779 

褌橋（美恵橋） 岐阜 fuji07636 

諫早眼鏡橋 長崎 fuji01015 

諫早橋   長崎 fuji23450 

贄川橋 長野 fuji06153 

輜重廠前陸橋 東京 fuji07061 

輜重兵営前陸橋  

東京 fuji07032 

逹田橋   宮城 fuji43273 

逹布橋   北海 fuji51181 

逹野橋   岡山 fuji08887 

逹媚橋   北海 fuji40962 

鈑戸橋   鳥取 fuji41555 

鉤懸橋   神奈 fuji17669 

鉤取橋   宮城 fuji35659 

銕橋（鉄橋・くろがね橋・←大 

橋）   長崎 fuji01646 

銷（消）魂橋 茨城 fuji37201 

銷魂橋   茨城 fuji00468 

鑁阿寺反橋 栃木 fuji01445 

鑪原橋   広島 fuji11756 

鑪山橋   岩手 fuji31408 

鈩橋    広島 fuji28962 

鈩口橋   鹿児 fuji15027 

閘門橋   神奈 fuji51425 

閘門橋（弍郷半領猿又閘門・ 

葛三橋）  東京 fuji11510 

閼伽井橋  福島 fuji36849 

閹ノ川橋   和歌 fuji29901 

隧道橋   和歌 fuji52172 

隱元橋   京都 fuji31807 

隱谷橋   三重 fuji48395 

雉子橋   東京 fuji00243 

靱橋    長野 fuji26965 

鞆田橋   三重 fuji34719 

饒波橋   沖縄 fuji08616 

駛馬橋   福岡 fuji26761 

髯剃谷橋  新潟 fuji12595 

鬢毛川橋  佐賀 fuji26175 

鮨洗大橋  山形 fuji02531 

鯊川橋   香川 fuji22166 

鯏川橋   滋賀 fuji41410 

鰺潟橋（味方橋）  

新潟 fuji23603 

鯰江橋   大阪 fuji17637 

鯰江川橋（下り）  

大阪 fuji13288 

鯰川橋   福岡 fuji17385 

鯰田大橋  福岡 fuji38080 

鰔川橋   北海 fuji40933 

鰌窪橋   長野 fuji34920

鳧舞橋   北海 fuji48215 

鶯越橋   鹿児 fuji41958 

鶯橋    愛知 fuji06644 

鶯橋    秋田 fuji41053 

鶯橋    静岡 fuji07583 

鶯橋    徳島 fuji41436 

鶯橋    北海 fuji16970 

鶯鳴橋   長野 fuji03608 

鵙目橋   宮城 fuji37386 

鵲橋    大阪 fuji07196 

鵲橋    栃木 fuji08629 

鶉越橋   北海 fuji49699 

鶉橋    愛知 fuji10266 

鶉橋    長野 fuji49110 

鶉橋    北海 fuji35650 

鶉大橋   岐阜 fuji53324 

鶉谷橋   埼玉 fuji08986 

鵯橋    富山 fuji05252 

鵺塚橋   兵庫 fuji14696 

鶺橋    山形 fuji32327 

鶺鴒橋   岐阜 fuji25848 

麒麟橋（←月見橋）  

新潟 fuji05366 

麒麟橋（←船橋）  

新潟 fuji05109 

黎明橋   北海 fuji43530 

黐の木橋  大分 fuji48843 

鼬川橋   大阪 fuji20186 

龕流橋   三重 fuji10702 

堯音橋（立花橋）  

愛媛 fuji01062 

槇原橋   鳥取 fuji40621 

槇山橋   岡山 fuji30658 

槇谷川橋  岡山 fuji17973 

槇本橋   岐阜 fuji41258 

槇木沢橋  岩手 fuji46579 

槇野橋   香川 fuji31382 

槇野橋   三重 fuji04393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


