
 １ 

この文書は４８ページあります 

 

 

難読漢字橋名の索引（1/2） 
 

橋名漢字 ⇒ カナ読み 
 

２０１７年版 
 

 

 
 

は じ め に 
 

 漢字で表記された橋名の文字並びで、その読みが一意に分からない橋名を、「難読漢字橋名」と

言うことにしました。したがって、読みをカナで表記する「振り仮名」の必要が起こります。資料は２部

構成です。「漢字橋名⇒カナ読み(1/2)」、逆向きの「カナ読み⇒漢字橋名(2/2)」で、分冊にしました。

この冊子は、前編(1/2)の方です。 

 

 漢字橋名を参照するときは、音読みの「アイウエオ」順です。ただし、正確にはコンピュータのＪＩＳコ

ード順ですので訓読みも混ざります。第二水準の漢字は、読みが特殊ですので部首別の並びです。

次のページに、漢字並び順のリストを示しました。 

 

 ここにまとめた「難読漢字橋名」は、藤井邦夫氏が編集された橋梁史年表（2014 年度改定版）から

抜粋したものです。元の資料は、全体で約５万件強の項目があります。振り仮名の付いた項目は、

約１万件です。 

 

 橋を地元に持つ地域の人達は、行政管理上の漢字名が当てられていても、日常使う別の読み方

もあります。しかし、よそものは、漢字名の読み方が分からない場合や、別の読みをすることも起こり

ます。その原因は、漢字に音訓の読みの区別があり、それも複数あるからです。例えば、江戸の日

本橋は、「にほんばし」と呼ぶのが常識です。大阪にも同じ漢字名の橋があって、こちらは「にっぽん

ばし」と呼びます。さらに、福岡県には「ひもとばし」がある、と言う具合です。 
 

 橋の名前は、有力者、僧侶などの学者が恣意的に付けることもしましたが、地域ごとに固有の地

名や方言に由る言い方や命名もあります。明治維新後の新政府は、国民すべてに名字を付けるこ

とを義務化しました。その名前を決めるときも、同じような命名法が採られました。名前から出身地

が分かることがあるのがそうです。これらには、和語を引き継いていることが多く見られます。北海

道や東北地方では、アイヌ語起源の言い方に漢字を当てることが見られます。 
 

 漢字の「橋」の音読みは、「キョウ」ですが和語では「はし」と「ばし」があります。漢字表記の橋名

は、どのように読むかは習慣で決まっているようです。ただし、この資料では、「橋」の読みを省きま

した。東京神田の万代橋と新潟の万代橋とは、どちらも、当初、「よろずよばし」でしたが、いまは重

箱読みになりますが、「まんだいばし」の読みが定着しました。しかし、元は和語で呼んだことは、記

録として必要です。さらに、地元では旧字体の「萬」にこだわることもあります。 

 

島田 静雄 



 ２ 

読みで分類した漢字出現並び（ShiftJIS コード順） 
 

JIS第一水準 
 

,記号 

〆 

ア 

阿愛姶逢葵茜旭葦梓

絢綾鮎粟安庵暗闇鞍 

イ 

以伊位意易衣井亥磯

一壱稲茨芋印因引蔭 

ウ 

宇烏羽雨卯鵜碓臼渦

姥厩浦瓜運雲 

エ 

荏曳栄永英衛駅越榎

円園堰延燕猿薗遠鉛

塩 

オ 

央奥往応押横王翁鴎

黄岡沖荻屋桶牡乙恩

温音 

カ 

下化仮何伽加可嘉夏

家歌河火花茄荷華蝦

霞蚊我臥芽蛾賀会回

廻改海界皆芥蟹開階

凱外崖鎧蛙垣柿角隔

学岳楽掛笠梶潟割滑

葛且鰹叶兜蒲釜鎌鴨

茅萱刈苅瓦乾冠寒勘

勧官寛感換歓漢甘監

管肝観貫鑑間閑関館

丸岸巌眼岩雁 

キ 

危喜基嬉寄幾旗機気

祈紀記貴鬼亀祇蟻菊

鞠吉桔橘詰逆久及宮

弓求球給牛居鋸漁魚

京供共協境強彊恭橋

狭興郷鏡響暁業曲極

玉桐勤巾錦琴筋芹近

金銀 

ク 

九区駒空隅串櫛窟沓

熊隈栗桑君薫群郡 

ケ 

傾恵慶敬景桂渓荊蛍

軽鶏芸鯨穴結月兼剣

堅懸権犬絹県見賢元

原厳弦源玄言 

コ 

古姑己戸湖狐胡菰虎

跨鼓五午呉吾後御碁

語護鯉光公厚口向好

孝工幸広庚康弘恒更

杭江港溝甲皇糠紅綱

耕考肱荒行降香高鴻

合豪国鵠黒腰込此今

昆根紺 

サ 

佐左差沙砂座再最妻

才済犀細菜裁在材財

坂阪堺榊崎埼鷺作柵

桜鮭笹札薩雑鯖鮫皿

三参山珊産産残 

シ 

仕四姉姿子市師志思

指支施枝止氏獅私糸

紙紫飼侍児字寺持時

次耳蒔汐鹿式鴫宍雫

七室湿漆実篠柴芝斜

社車蛇借尺釈若若主

取手朱狩種酒寿周宗

就州修洲秋秋舟住十

戎汁渋重宿祝出俊春

駿潤巡順初暑曙渚緒

助女除勝宵将小庄床

承掌捷昇昌昭松樟沼

湘菖象鉦鐘障鞘上城

常浄植織尻信寝心新

森深申真神秦親身進

針人仁甚陣靭 

ス 

諏須酢図逗吹垂水翠

随瑞崇数杉菅雀裾寸 

セ 

世瀬畝是成政星晴栖

正清生盛聖西請青静

斉石積赤跡切接折節

雪舌蝉仙先千川扇栴

泉浅洗染船賎銭前善

全禅膳 

ソ 

曾祖蘇鼠僧創双倉層

惣想掃早槍相総草蒼

藻走増増蔵促息足袖

孫村 

タ 

多太打対帯待待泰苔

袋鯛代台大鷹滝瀧宅

沢濁只達辰巽竪棚谷

狸樽丹担旦淡炭端胆

鍛団弾男 

チ 

知地智池稚置築竹筑

秩茶中仲忠昼鋳猪張

朝潮町眺調銚長鳥勅

直沈鎮 

ツ 

津追通塚槻佃辻蔦椿

坪釣鶴 

テ 

低貞堤定帝底庭弟梯

碇締蹄鼎的徹鉄天添

伝殿澱田電 

ト 

吐徒渡登菟途都砥砺

度土刀唐塔島東桃湯

当筒藤豆陶頭闘動同

堂撞洞童胴道徳独栃

突苫呑 

ナ 

那内灘鍋楢南楠難 

ニ 

二尼賑肉虹廿日入尿

韮任忍 

ヌ ネ 

禰猫熱年念 

ノ 

濃納能農覗 

ハ 

巴播波破馬拝背梅萩

伯柏泊白粕薄迫曝麦

箱箸筈幡畑八鉢発筏

鳩塙半反帆板繁般範

釆飯晩番盤磐 

ヒ 

批斐比肥飛樋簸備尾

枇毘琵眉美鼻稗匹彦

菱桧姫百俵標氷評蛭

品浜瓶 

フ 

不夫富布府敷斧普浮

負撫武舞葡楓風ノ伏副

福淵物分文 

ヘ 

兵幣平柄並閉米別片

編便弁 

ホ 

保歩穂暮母報宝峰峯

放方法泡芳蓬豊鳳坊

望鉾北朴牧睦堀堀幌

本 

マ 

摩麻埋妹枚槙枕桝俣

又末万満 

ミ 

箕密湊蓑妙 

ム 

夢無牟霧鵡椋 

メ 

名明鳴綿面 

モ 

茂毛網木目杢餅籾問

紋門 

ヤ 

夜耶野弥矢厄役薬柳 

ユ 

油唯友揖斐有柚柚湧

猶由遊邑郵雄夕 

ヨ 

余与誉揚洋用葉要踊

養淀 

ラ 

羅裸来落乱藍蘭 

リ 

利里陸立流溜留隆竜

龍旅了両梁良力緑林

臨輪 

ル 

瑠 

レ 

冷礼鈴霊列恋漣簾練

蓮連 

ロ 

櫓露浪老六 

ワ 

倭和脇鷲鰐藁 

 

JIS第二水準 
 

俎偃兩刎埃墹壺專屏

岑嶽帷惠拱搦朧杣枡

柞檜檮梵梍楮椹樒檍

欅泓泙涸淺淙溪溷澳

燧狹瑪甕眞磴祓禊穹

竈笊笄筬箒籠簗糀經

翆脛芫菫葭萬蓼藪藺

蠣蜆蝮蝙蟋褌諫銕銷

鑁鈩閘隱雉靱駛鮨鯏

鯰鰌鵙鵲鶉鵺鶺麒黐

龕堯槇槇皂 
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橋名 → 読み → 所在地県名 → ＩＤコード 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

記号 
〆切橋   しめきり  埼玉 fuji28599 

 

ア 

鮎返り橋   あゆかえり 香川 fuji25168 

阿賀浦橋  あがうら  新潟 fuji07759 

阿賀野川釜の脇橋  

  あがのがわかまのわき 福岡 fuji12796 

阿賀野川橋  あがのがわ 新潟 fuji43201 

阿賀野川御前橋 あがのがわごぜん 

         新潟 fuji12806 

阿賀野川深戸橋 あがのがわふかど 

         新潟 fuji13279 

阿賀野川当麻橋 あがのがわたいま 

         新潟 fuji13278 

阿賀野川徳沢橋 あがのがわとくさわ 

         福岡 fuji13267 

阿久津橋  あくつ   福岡 fuji21332 

阿久和三家跨線橋 あくわさんや 

         神奈 fuji43823 

阿芹場橋  あせりば  熊本 fuji01139 

阿原橋   あば ら  大分 fuji18464 

阿古島橋  あこじま  大阪 fuji21189 

阿古木橋  あこぎ  三重 fuji32833 

阿寺橋   あでら  静岡 fuji21799 

阿寺川橋  あてらがわ 長野 fuji15692 

阿仁川橋  あにがわ  秋田 fuji39155 

阿蔵橋   あぞう  大分 fuji00380 

阿島橋   あじま   長野 fuji31599 

阿南橋   あなん  大分 fuji07241 

阿波橋   あわ   大阪 fuji00232 

阿波中央橋（中央橋） あわちゅうおう 

         徳島 fuji33683 

阿波殿橋  あわどの  大阪 fuji15844 

阿波堀橋  あわぼり  大阪 fuji15459 

阿倍野橋  あべの  大阪 fuji30605 

阿武隈橋  あぶくま  宮城 fuji23583 

阿武隈川橋  あぶくまかわ  

         福岡 fuji52374 

阿武隈川橋  あぶくまがわ  

         宮城 fuji29030 

阿武川橋  あぶがわ 山口 fuji17990 

阿部岡橋  あべおか  栃木 fuji47447 

阿部橋   あべ   大阪 fuji23482 

阿保橋   あぼ   兵庫 fuji46603 

阿野橋   あの   徳島 fuji21263 

阿弥陀橋  あみだ  長崎 fuji00463 

阿弥陀橋  あんだ  鳥取 fuji25108 

阿弥陀川橋  あみだかわ 鳥取 fuji09278 

愛岐大橋  あいぎおお 岐阜 fuji52356 

愛知川橋  えちがわ  滋賀 fuji05746 

愛宕橋   あたご  宮城 fuji08913 

愛宕橋   あたご  山口 fuji26794 

愛宕橋   あたご  鹿児 fuji21525 

愛宕橋   あたご  新潟 fuji49095 

愛宕橋   あたご  兵庫 fuji18442 

愛宕跨線橋  あたご  広島 fuji18518 

愛本橋   あいもと  富山 fuji00227 

愛林橋   あいりん  熊本 fuji39408 

姶良河橋  いらこ   鹿児 fuji15510 

姶良橋   あいら  鹿児 fuji06229 

姶良川橋  あいらがわ 鹿児 fuji29092 

逢隈橋   あいくま  福島 fuji06396 

逢隈橋   おうくま  福岡 fuji14029 

葵橋   あおい   京都 fuji04574 

葵橋   あおい   東京 fuji05849 

茜屋橋  あかねや  東京 fuji01650 

茜橋   あかね   大分 fuji16576 

旭     あさひ  山口 fuji03093 

旭橋    あさひ  沖縄 fuji13702 

旭橋    あさひ  京都 fuji04878 

旭橋    あさひ  広島 fuji24451 

旭橋    あさひ  埼玉 fuji26901 

旭橋    あさひ  滋賀 fuji37124 

旭橋    あさひ  秋田 fuji23915 

旭橋    あさひ  新潟 fuji51971 

旭橋    あさひ  神奈 fuji04674 

旭橋    あさひ  東京 fuji38132 

旭橋    あさひ  栃木 fuji30420 

旭橋    あさひ  福井 fuji24958 

旭橋    あさひ  福岡 fuji28352 

旭橋    あさひ  北海 fuji23518 

旭西橋   きょくせい 北海 fuji32517 

旭川橋   あさひかわ 岡山 fuji08016 

旭川橋   あさひかわ 秋田 fuji09253 

旭川大橋  あさひかわおお  

         北海 fuji52510 

旭川大橋 あさひがわおお  

         岡山 fuji49557 

旭大橋   あさひおお 愛知 fuji52314 

葦子川橋  あしこかわ 神奈 fuji15404 

芦の牧橋  あしのまき 福岡 fuji50130 

芦屋橋   あしや  福岡 fuji14564 

芦刈橋   あしかり  熊本 fuji13493 

芦洲橋   ろす   東京 fuji22025 

芦川橋   あしかわ  山梨 fuji19914 

芦川橋   あしかわ  秋田 fuji48713 

芦田橋   あしだ  岡山 fuji16021 

芦廼瀬橋  あしのせ  奈良 fuji48055 

芦品橋   あじな  広島 fuji33847 

芦穂橋   あしほ  神奈 fuji39490 

芦名一の橋  あしないちの 

         神奈 fuji42559 

梓関ノ上橋 あずさせきのうえ  

         滋賀 fuji41087 

梓橋   あずさ   長野 fuji05529 

梓川橋   あずさがわ 山形 fuji22221 

梓川橋   あずさがわ 滋賀 fuji35556 

絢海橋   けんかい  香川 fuji11957 

綾井橋   あやい  滋賀 fuji25056 

綾橋    あや   秋田 fuji49059 

綾戸橋   あやど  群馬 fuji04754 

綾小路橋  あやこうじ 京都 fuji25061 

綾瀬橋   あやせ  東京 fuji07158 

綾瀬川橋  あやせがわ 埼玉 fuji08319 

綾瀬川橋  あやせがわ 東京 fuji22759 

綾川橋   あやがわ 香川 fuji07721 

綾川大橋  あやがわおお 香川 fuji36208 

綾南川橋  あやなんがわ 宮崎 fuji33686 

綾部橋   あやべ  京都 fuji11217 

綾羅木橋  あやらぎ  山口 fuji02652 

鮎河橋   あいが  滋賀 fuji33230 

鮎喰川橋  あくいがわ 徳島 fuji26674 

鮎川橋   あゆかわ 茨城 fuji27503 

鮎川橋   あゆかわ 秋田 fuji26842 

鮎川橋   あゆかわ 長野 fuji16230 

鮎沢橋   あゆさわ  神奈 fuji24536 

鮎之瀬橋  あゆのせ 岐阜 fuji18399 

鮎返り橋   あゆがえり 大分 fuji19631 

粟井川橋  あわいがわ 愛媛 fuji09810 

粟賀大橋  あわがおお 兵庫 fuji26098 

粟佐橋   あわさ  長野 fuji08193 

粟倉橋   あわくら  新潟 fuji48753 

粟倉橋   あわぐら  千葉 fuji18411 

粟田橋   あおた  兵庫 fuji26097 

粟野橋   あわの  山口 fuji37166 

粟野川橋   あわのがわ 山口 fuji21887 

安益橋   あや   香川 fuji01056 

安賀多橋  あがた  宮崎 fuji28542 

安楽橋   あんらく  鹿児 fuji11472 

安楽土橋  あらと   群馬 fuji04029 

安間橋   あんま  静岡 fuji25000 

安吉橋   あぎ   滋賀 fuji07404 

安居橋   あご   和歌 fuji36125 

安橋    やす   広島 fuji30187 

安芸川橋  あきがわ  高知 fuji24182 

安芸大橋  あきおお  広島 fuji50919 

安原橋   やすはら  福岡 fuji37958 

安己橋   やすみ  熊本 fuji08904 

安佐大橋  あさおお  広島 fuji40878 

安座川橋  あざがわ  福岡 fuji13265 

安治川橋  あじかわ  大阪 fuji43246 

安朱橋   あんしゅ  京都 fuji19572 

安住橋   あずみ  富山 fuji24538 

安住寺橋  あんじゅうじ 鹿児 fuji43970 

安水橋   あんすい  静岡 fuji02049 

安政橋   あんせい  熊本 fuji01476 

安政橋   あんせい  熊本 fuji50922 

安政橋   あんせい  新潟 fuji01793 

安西橋   あんざい  静岡 fuji48391 

安積橋   あさか  福岡 fuji37312 

安蘇川橋  あそがわ  栃木 fuji04027 

安宅橋   あたぎ  和歌 fuji35102 

安達ケ橋  あだちが  福岡 fuji32057 

安達橋   あだち  福岡 fuji12224 

安達太良川橋 あだたらがわ  

         福岡 fuji33483 

安谷橋   あんや  埼玉 fuji16608 

安谷川橋  あんやがわ 埼玉 fuji21843 

安諦橋   あで   和歌 fuji04819 

安田橋   やすだ  高知 fuji10846 

安田橋   やすだ  新潟 fuji14046 

安田川橋  やすだがわ 高知 fuji17795 

安渡橋   あんど  岩手 fuji15520 

安堂寺橋  あんどうじ 大阪 fuji00681 

安曇橋   あずみ  長野 fuji07172 

安曇川小橋  あどがわこ 滋賀 fuji25053 

安曇川大橋  あどがわおお  

         滋賀 fuji05042 

安濃橋   あのう  三重 fuji46405 

安濃川橋  あのうがわ 三重 fuji21173 

安濃津橋  あのつ  三重 fuji48789 

安波賀橋  あばか  福井 fuji10558 

安倍川橋  あべかわ 静岡 fuji18634 

安富橋   やすとみ  島根 fuji35104 

安方橋   やすかた  青森 fuji28995 

安房橋   あんぼう  鹿児 fuji46618 

安綿橋   やすわた  大阪 fuji19148 

安野々橋  やすのの 高知 fuji44840 

安来新大橋  やすぎしんおお  

         島根 fuji47142 

安来大橋  やすぎおお 島根 fuji34737 

安良川橋  やすらがわ 佐賀 fuji05755 

安和の石橋  あわ   沖縄 fuji32009 

庵住橋   いおすみ  奈良 fuji16517 

庵谷橋   いおりや  東京 fuji38129 

暗門大橋  あんもんおお  

         青森 fuji46624 

闇川橋   くらかわ  福島 fuji23587 

鞍掛橋   くらかけ  東京 fuji00472 
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鞍馬橋   くらま   新潟 fuji44313 

 

イ 
以久田橋  いくた   京都 fuji07316 

伊賀大橋  いがおお  三重 fuji46725 

伊香具橋  いかぐ  滋賀 fuji29261 

伊佐部橋  いさぶ  茨城 fuji40497 

伊崎橋   いさき   滋賀 fuji41275 

伊自良川橋  いじらがわ 岐阜 fuji13401 

伊勢の宮橋  いせのみや 神奈 fuji51802 

伊勢宮橋  いせみや 新潟 fuji37332 

伊勢橋   いせ   熊本 fuji39409 

伊勢橋   いせ   神奈 fuji22962 

伊勢大橋  いせおお  三重 fuji25540 

伊勢田橋  いせだ  徳島 fuji29319 

伊達橋   だて   岡山 fuji50917 

伊達橋   だて   福岡 fuji15681 

伊達崎橋  だてさき  福岡 fuji30076 

伊達崎橋  だんざき  福岡 fuji23457 

伊田大橋  いたおお  福岡 fuji26170 

伊藤橋   いとう   東京 fuji21095 

伊豆橋   いず   兵庫 fuji30228 

伊豆山橋  いずさん  静岡 fuji46600 

伊奈橋   いな   茨城 fuji47656 

伊那川橋  いながわ  長野 fuji25537 

伊那路橋  いなじ  長野 fuji03050 

伊南川橋  いながわ  福岡 fuji14719 

伊尾木橋  いおき  高知 fuji28778 

伊保内橋  いぼない  栃木 fuji18063 

伊予橋   いよ   東京 fuji22016 

伊予川橋  いよがわ  徳島 fuji26539 

伊予目橋  いよめ  大阪 fuji47127 

伊鈴橋   いすず  宮城 fuji50652 

位田橋   いでん  京都 fuji03067 

意宇川橋  いうかわ  島根 fuji10950 

易国間橋  いこくま  青森 fuji29929 

衣浦大橋  きぬうら  愛知 fuji36069 

衣笠橋   きぬがさ  奈良 fuji24105 

衣橋     ころも  新潟 fuji48073 

衣川橋   ころもがわ 岩手 fuji23856 

井ノ口橋   いのくち  岡山 fuji28741 

井角橋   いずみ  新潟 fuji50555 

井原川橋  いはら  島根 fuji25758 

井戸向橋  いどむかい 岩手 fuji39445 

井戸川橋  いど   香川 fuji29710 

井戸川橋  いどかわ  東京 fuji21552 

井戸沢橋  いどさわ  福岡 fuji18385 

井戸沢川水路橋 いどさわかわ  

         群馬 fuji23312 

井手元橋  いでもと  鹿児 fuji15025 

井手口橋  いでぐち  鹿児 fuji28385 

井手上橋  いでうえ  熊本 fuji01050 

井手谷橋  いしがき  鹿児 fuji23837 

井手谷橋  いでたに  鹿児 fuji12785 

井住橋   いずみ  東京 fuji18596 

井出川橋  いでかわ  福岡 fuji06457 

井上橋   いのうえ  鹿児 fuji48022 

井上橋   いのうえ  東京 fuji22026 

井川の刎橋  いかわ  静岡 fuji00397 

井川尻橋  いかわじり 滋賀 fuji31082 

井川大橋  いかわおお 静岡 fuji36765 

井倉橋   いくら   岡山 fuji09581 

井谷橋   いたに  岡山 fuji29104 

井田橋   いだ   岐阜 fuji45658 

井田川橋  いだがわ  富山 fuji19379 

井土ヶ谷橋  いどがや  神奈 fuji21135 

井明神橋  いみょうじん 滋賀 fuji01838 

井羅原橋  いらはら  島根 fuji26117 

亥之堀橋  いのほり  東京 fuji20686 

磯間橋   いそま  鹿児 fuji20472 

磯子橋   いそご  神奈 fuji43596 

磯谷橋   いそや  北海 fuji25864 

磯谷川橋  いそやがわ 北海 fuji29155 

磯津橋   いそづ  三重 fuji26299 

磯浜橋   いそはま  宮城 fuji25894 

一ツ橋   ひとつ  大阪 fuji37880 

一ツ橋   ひとつ  東京 fuji01939 

一ツ内橋   ひとつうち 香川 fuji34094 

一ノ橋   いちの  香川 fuji10283 

一の戸川橋  いちのとがわ  

         福岡 fuji11535 

一ノ瀬橋   いちのせ  滋賀 fuji44120 

一の瀬橋  いちのせ  静岡 fuji26757 

一ノ瀬橋   いちのせ  長崎 fuji00306 

一の瀬橋  いちのせ  島根 fuji32513 

一の沢橋  いちのさわ 山形 fuji22229 

一ノ鳥居橋  いちのとりい 

         京都 fuji22355 

一ノ渡瀬橋  いちのわたせささの 

         鹿児 fuji30157 

一宇橋   いちう   徳島 fuji27562 

一求ケ橋  いちくが  鳥取 fuji00831 

一己跨線橋  いっちゃん 北海 fuji49680 

一勝地橋  いっしょうち 熊本 fuji16569 

一条戻橋  いちじょうもどり 

         京都 fuji16315 

一色大橋  いっしき  愛知 fuji24636 

一新橋   いっしん  新潟 fuji25469 

一石橋   いっこく  東京 fuji01946 

一等大路架道橋 いっとうおおじ 

         大阪 fuji29421 

一日橋   いちにち  沖縄 fuji00459 

一日市橋  ひといち  兵庫 fuji29283 

一之橋   いちの  新潟 fuji44311 

一之橋   いちの  神奈 fuji36392 

一之橋   いちの  長野 fuji46642 

一之橋   いちの  東京 fuji00547 

一之瀬橋  いちのせ  愛媛 fuji28775 

一之渡   いちのわたし  

         宮崎 fuji24570 

一平橋   いちひら  千葉 fuji37554 

一本橋   いっぽん  神奈 fuji19969 

一本橋   いっぽん  鳥取 fuji01244 

一本橋   いっぽん  東京 fuji21853 

一本松橋  いっぽんまつ 

         群馬 fuji40711 

一本松橋  いっぽんまつ 

         香川 fuji30496 

一本松陸橋  いっぽんまつ  

         石川 fuji29228 

一万橋   いちまん  広島 fuji28000 

一夜館橋  いちやだて 福岡 fuji38110 

一野橋   いちの  千葉 fuji27852 

一覧橋   いちらん  長崎 fuji00325 

壱斗俵橋  いっとひょう 高知 fuji27112 

稲荷橋   いなり   群馬 fuji17129 

稲荷橋   いなり   神奈 fuji22954 

稲荷橋   いなり   東京 fuji01543 

稲荷山橋  いなりやま 神奈 fuji47462 

稲荷大橋  いなりおお 広島 fuji32067 

稲荷平橋  いなりだいら  

         岐阜 fuji49488 

稲核橋   いねこき  長野 fuji04465 

稲継橋   いなつぎ  兵庫 fuji46419 

稲継小橋  いなつぎこ 兵庫 fuji46420 

稲継大橋  いなつぎおお  

         兵庫 fuji33523 

稲佐橋   いなさ  長崎 fuji10609 

稲常橋   いなつね  鳥取 fuji32705 

稲常橋   いなつね  鳥取 fuji42062 

稲成橋   いなり   岐阜 fuji15935 

稲生橋   いなお  青森 fuji01513 

稲積橋   いなづみ  香川 fuji49619 

稲村橋   いなむら  茨城 fuji32611 

稲村橋   いなむら  秋田 fuji25836 

稲沢乗越橋  いなざわ  愛知 fuji30181 

稲筑橋   いなつき  福岡 fuji28047 

稲津橋   いなづ  福井 fuji31917 

稲武大橋  いなぶおお 愛知 fuji19838 

稲目橋   いなめ  岡山 fuji33628 

稲葉橋   いなば  兵庫 fuji17335 

茨木川橋  いばらきがわ  

         大阪 fuji12416 

芋原橋   すすきはら 長崎 fuji00430 

芋田橋   いもた  岩手 fuji37510 

印内川橋 いんないがわ 滋賀 fuji37449 

因幡橋   いなば  山形 fuji23919 

引地橋   ひきじ   高知 fuji46995 

引地橋   ひきち  神奈 fuji00976 

引地川橋  ひきじがわ 神奈 fuji43254 

引土橋   ひきつち  宮崎 fuji49178 

蔭井橋   かげい  徳島 fuji36630 

蔭谷橋   かげたに  徳島 fuji30558 

 

ウ 

宇迦橋   うが   島根 fuji28738 

宇賀地橋  うかぢ  新潟 fuji35117 

宇賀導水路橋 うが   広島 fuji17720 

宇甘橋   うかん  岡山 fuji27772 

宇甘川橋  うかい  岡山 fuji08017 

宇喜多橋  うきた   東京 fuji36904 

宇喜田橋  うきた   東京 fuji30081 

宇治橋   うじ   京都 fuji00016 

宇治橋   うじみ   三重 fuji00071 

宇治高架橋  うじ   和歌 fuji30433 

宇治川橋  うじがわ  京都 fuji07471 

宇川橋   うかわ  京都 fuji28529 

宇川橋   うがわ  滋賀 fuji26070 

宇曽川橋  うそがわ  滋賀 fuji37873 

宇多川橋  うだがわ  福岡 fuji05833 

宇多津跨線橋 うたづ   香川 fuji47154 

宇津根橋  うすね  京都 fuji09039 

宇津木橋  うつぎ   和歌 fuji33677 

宇都橋   うと   鹿児 fuji29551 

宇都口橋  うとぐち  鹿児 fuji16593 

宇都野橋  うつの  栃木 fuji52821 

宇都良橋  うとらこおりだ  

         鹿児 fuji46019 

宇土跨線橋  うと   熊本 fuji40667 

宇藤木橋  うとうき  大分 fuji07657 

宇奈月橋  うなずき  富山 fuji16613 

宇波橋   うなみ  鳥取 fuji49344 

宇和川橋  うわがわ  愛媛 fuji36811 

宇和島橋  うわじま  大阪 fuji04817 

烏江橋   からすえ  岐阜 fuji32370 

烏川橋   からすかわ 群馬 fuji04525 

烏川橋   からすがわ 福岡 fuji03845 

羽衣橋   はごろも  静岡 fuji11827 

羽衣橋   はごろも  長野 fuji29665 

羽衣橋   はごろも  兵庫 fuji20801 

羽衣崎橋  はごろもざき 

         長野 fuji34923 

羽合大橋  はわいおお 鳥取 fuji38032 

羽黒橋   はぐろ  新潟 fuji49094 

羽黒川橋  はぐろがわ 山形 fuji23119 

羽根橋   ゆかわ  埼玉 fuji21305 

羽根倉橋  はねくら  埼玉 fuji29456 

羽根田橋  はねだ  茨城 fuji37316 

羽咋大橋  はくいおお 石川 fuji40081 

羽子板橋  はごいた  大阪 fuji27676 

羽場橋   はば   秋田 fuji40776 

羽仁橋   はに   岡山 fuji46559 

羽束師橋  はづかし  京都 fuji11012 

羽村堰下橋   はむらせきした  

         東京 fuji53040 

羽村橋   はむら  東京 fuji53480 
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羽太橋   はねぶと  福岡 fuji53475 

羽島大橋  はしまおお 岐阜 fuji43180 

羽淵橋   はぶち  兵庫 fuji04281 

羽幌橋   はぼろ  北海 fuji44845 

羽毛山橋  はけやま  長野 fuji03678 

羽毛田橋  はけた  長野 fuji13858 

羽六橋   はろく   和歌 fuji36131 

雨敬橋   あまけい  山梨 fuji40088 

雨川橋   あまがわ  長野 fuji13859 

雨池橋   あまいけ  新潟 fuji42724 

雨留井戸橋  あめといと 山形 fuji26847 

雨竜橋   うりゅう  北海 fuji43183 

雨竜川橋  うりゅうがわ 北海 fuji11534 

雨龍橋   りゅうず  北海 fuji12567 

卯の木橋  うのき   神奈 fuji41062 

鵜の首橋  うのくび  愛知 fuji33518 

鵜飼橋   うかい  山梨 fuji15806 

鵜飼橋   うかい  石川 fuji02794 

鵜川橋   うかわ  滋賀 fuji40595 

鵜巣橋   うのす  和歌 fuji14990 

鵜流橋   うながし  東京 fuji35522 

碓氷第一橋  うすい  群馬 fuji06774 

臼井橋   うすい  新潟 fuji19772 

臼杵大橋  うすきおお 大分 fuji53402 

臼谷橋   うすや  北海 fuji41492 

臼田橋   うすだ   長野 fuji35151 

渦橋    うず   山口 fuji00918 

姥久保高架橋 うばくぼ  東京 fuji51021 

姥范橋   うばやち  青森 fuji00926 

厩橋    うまや   熊本 fuji02860 

厩橋    うまや   群馬 fuji15118 

厩橋    うまや   東京 fuji02106 

浦安橋   うらやす  静岡 fuji02354 

浦安橋   うらやす  東京 fuji29869 

浦河橋   うらかわ  北海 fuji20475 

浦山川橋  うらやまがわ 

         埼玉 fuji21842 

浦田橋   うらた   秋田 fuji42696 

浦田橋   うらた   東京 fuji07733 

浦島橋   うらしま  東京 fuji16286 

浦島橋   うらしま  福岡 fuji09180 

浦堀橋   うらぼり  東京 fuji04130 

浦葭橋   うらよし  滋賀 fuji32678 

瓜内橋   うりうち  静岡 fuji36408 

瓜破五号橋  うりわり  大阪 fuji39637 

運河橋   うんが  愛知 fuji24807 

運河橋   うんが  北海 fuji27582 

雲井橋   くもい   香川 fuji10135 

雲井橋   くもい   滋賀 fuji38169 

雲出橋   くもず   三重 fuji03619 

雲出川橋   くもずがわ 三重 fuji06826 

雲出大橋  くもずおお 三重 fuji33845 

雲水峯大橋  うずみねおお 

         福岡 fuji37547 

雲津橋   くもつ   兵庫 fuji21451 

雲母橋   きらず  東京 fuji02746 

雲霓橋   うんげい  広島 fuji20759 

 

エ 
荏元橋   えもと   神奈 fuji51806 

荏原新橋  えばらしん 東京 fuji20329 

荏川橋   えがわ  東京 fuji03288 

荏沢川橋  いさわがわ 長野 fuji08679 

荏野橋   えの   東京 fuji38130 

曳船一橋  ひきふねいち 

         東京 fuji42554 

栄一橋   えいいち  福岡 fuji37691 

栄海橋   よしみ  長野 fuji14904 

栄橋    さかえ  茨城 fuji21738 

栄橋    さかえ  岡山 fuji03640 

栄橋    さかえ  沖縄 fuji22724 

栄橋    さかえ  岩手 fuji25543 

栄橋    さかえ  広島 fuji10601 

栄橋    さかえ  香川 fuji09329 

栄橋    さかえ  山形 fuji03468 

栄橋    さかえ  山口 fuji28762 

栄橋    さかえ  鹿児 fuji51732 

栄橋    さかえ  新潟 fuji34834 

栄橋    さかえ  青森 fuji26735 

栄橋    さかえ  大阪 fuji27949 

栄橋    さかえ  長野 fuji29009 

栄橋    さかえ  東京 fuji02538 

栄橋    さかえ  栃木 fuji11186 

栄源寺橋  えいげんじ 宮崎 fuji48846 

栄光橋   えいこう  東京 fuji49260 

栄寿橋   えいじゅ  新潟 fuji46157 

栄石橋   さっかいし 北海 fuji40925 

栄萌橋   えいほう  北海 fuji49562 

栄緑橋   えいりょく 東京 fuji21691 

永安橋   えいあん  岡山 fuji03351 

永井橋   ながい  山形 fuji04112 

永楽橋   えいらく  兵庫 fuji21210 

永久井野橋  ながくい  宮崎 fuji20816 

永久橋   えいきゅう 茨城 fuji27502 

永久橋   えいきゅう 東京 fuji02098 

永久橋   ながひさ  東京 fuji37100 

永居橋   ながい  東京 fuji02325 

永江橋   ながえ  鹿児 fuji16590 

永歳橋   えいさい  神奈 fuji22667 

永山橋   ながやま  熊本 fuji01084 

永山橋   ながやま  北海 fuji10017 

永盛橋   えいせい  新潟 fuji49823 

永盛橋   えいせい  東京 fuji23338 

永泉寺橋  えいせんじ 佐賀 fuji32996 

永代橋   えいたい  茨城 fuji19500 

永代橋   えいたい  香川 fuji00436 

永代橋   えいたい  静岡 fuji20795 

永代橋   えいたい  東京 fuji00526 

永代橋   えいたい  富山 fuji29226 

永代橋   えいだい  山口 fuji00991 

永代橋   えいだい  大分 fuji03710 

永田橋   ながた  鹿児 fuji28065 

永田橋   ながた  東京 fuji32338 

永田橋   ながた  福岡 fuji13629 

永田小橋  ながたこ  大阪 fuji41886 

永田新橋  ながたしん 大阪 fuji40752 

永田大橋  ながたおお 大阪 fuji42254 

永徳橋   えいとく  福岡 fuji44846 

永農橋   えいのう  北海 fuji49588 

永福寺の橋  ようふくじ 神奈 fuji00053 

永本橋   ながもと  東京 fuji22033 

永隆橋   えいりゅう 北海 fuji23896 

英橋    はなぶさ  広島 fuji07936 

英橋    はなぶさ  埼玉 fuji33734 

英橋    はなぶさ  北海 fuji28426 

英比川橋  あぐいがわ 愛知 fuji37868 

衛門橋   えもん  大阪 fuji21205 

駅館川橋  やっかんがわ 

         大分 fuji12066 

駅前橋   えきまえ  広島 fuji22643 

駅中橋   えきなか  福岡 fuji28578 

越渓橋   えっけい  滋賀 fuji12837 

越戸橋   こしど   神奈 fuji20712 

越佐橋   こっさ   岐阜 fuji40107 

越場橋   こしっば  神奈 fuji48524 

越川橋   えちかわ  三重 fuji47109 

越川橋   こすがわ  福岡 fuji34801 

越川大橋  えちかわおお 

         三重 fuji46649 

越前橋   えちぜん  京都 fuji17939 

越前橋   えちぜん  高知 fuji27110 

越前堀橋  えちぜんぼり  

         東京 fuji07840 

越谷架道橋  こしがや  埼玉 fuji49813 

越智橋   おち   高知 fuji20902 

越中橋   えっちゅう 大阪 fuji02008 

越中島橋  えちゅうじま 東京 fuji09381 

越辺川橋  おっぺかわ 埼玉 fuji16606 

越路橋   おたまや  宮城 fuji11041 

越路橋   こしじ   新潟 fuji38724 

榎橋    えのき  茨城 fuji27834 

榎橋    えのき  京都 fuji17715 

榎橋    えのき  神奈 fuji29217 

榎谷戸橋  えのきやと 神奈 fuji50465 

榎津橋   えのきづ  長崎 fuji00373 

榎堂橋   えのきどう 神奈 fuji27864 

榎並第一架道橋 えなみ 大阪 fuji24751 

榎本大橋  えのもとおお 

         大阪 fuji14073 

榎木橋   えのき  大阪 fuji32585 

円月橋   えんげつ  東京 fuji00369 

円光寺橋  えんこうじ 兵庫 fuji15489 

円座橋   えんざ  香川 fuji19606 

円山川橋  まるやまがわ 

         兵庫 fuji11981 

円山大橋  まるやまおお  

         兵庫 fuji22095 

円長寺橋  えんちょうじ 東京 fuji35919 

円通橋   えんつう  京都 fuji01492 

円通寺橋  えんつうじ 鳥取 fuji05206 

円徳院橋  えんとくいん 三重 fuji08867 

円平橋   えんたい  新潟 fuji39621 

円妙寺橋  えんみょうじ 京都 fuji02397 

園生高架橋  そんのう  千葉 fuji52843 

園坪橋   そのつぼ  大阪 fuji19426 

園部大橋  そのべおお 京都 fuji24055 

堰の前橋  せきのまえ 神奈 fuji28616 

延命橋   えんめい  佐賀 fuji31684 

燕橋    つばめ  新潟 fuji05517 

猿楽橋   さるがく  東京 fuji25808 

猿橋    さる   山梨 fuji00010 

猿橋    さる   長野 fuji37664 

猿江橋   さるえ   東京 fuji00716 

猿子橋   さるこ   東京 fuji21113 

猿飼橋   さるかい  奈良 fuji30895 

猿跳橋   さるはね  新潟 fuji35133 

猿渡橋   さるお   広島 fuji19587 

猿渡橋   さるわたり 神奈 fuji29655 

猿渡橋   さるわたり 福岡 fuji19164 

猿内橋   さるない  北海 fuji06069 

猿福橋   さるふく  東京 fuji04135 

猿留橋   さる   北海 fuji35004 

猿猴橋   えんこう  広島 fuji02587 

薗部橋   そのべ  茨城 fuji39340 

遠賀橋   おんが  福岡 fuji14705 

遠賀川橋  おんががわ 福岡 fuji06280 

遠軽橋   えんかる  北海 fuji25595 

遠山橋   とおやま  長野 fuji34576 

遠山川橋  とおやまがわ  

         長野 fuji27548 

遠所橋   えんじょ  埼玉 fuji46335 

遠田橋   とうだ   宮城 fuji06099 

遠登志橋  おとし   愛媛 fuji10184 

遠富内橋  とうとみない 北海 fuji19801 

遠敷川橋  おにゅうがわ 

         福井 fuji14889 

遠別橋   えんべつ  北海 fuji16153 

遠幌橋   えんほろ  北海 fuji37625 

遠里小野橋  おりおの  大阪 fuji22088 

鉛山橋   かなやま  和歌 fuji45487 

塩の江橋  しおのえ  香川 fuji22720 

塩屋眼鏡橋  しおや  熊本 fuji01419 

塩屋橋   しおや  大分 fuji27136 

塩屋橋   しおや  兵庫 fuji25098 

塩屋大橋  しおやおお 沖縄 fuji43171 

塩見渡橋  しわみど  静岡 fuji39677 
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塩原橋   しおばら  東京 fuji20683 

塩江橋   しおのえ  香川 fuji09809 

塩根橋   しおね  山形 fuji03464 

塩根川橋  しおねかわ 山形 fuji09904 

塩水橋   しおみず  神奈 fuji41511 

塩川橋   しおかわ  山梨 fuji23752 

塩沢橋   しおさわ  福岡 fuji40897 

塩沢川橋  しおざわがわ 

         福島 fuji37008 

塩谷川橋  しおやがわ 北海 fuji13899 

塩田橋   しおた  茨城 fuji37089 

塩田橋   しおた  佐賀 fuji29151 

塩田橋   しおた  栃木 fuji28123 

塩田橋   しおた  兵庫 fuji27952 

塩田跨線橋  しおた  神奈 fuji19971 

塩田川橋  しおたかわ 佐賀 fuji21896 

塩田川橋  しおたがわ 福島 fuji22876 

塩之瀬橋  しおのせ  群馬 fuji46143 

塩付橋   しおつけ  宮崎 fuji30575 

塩幌橋   しおほろ  北海 fuji36918 

塩民橋   しおたみ  神奈 fuji21749 

塩名（那）橋  えんな  栃木 fuji44892 

塩名田橋  しおなだ  長野 fuji00615 

塩野橋   しおの  奈良 fuji35124 

 

オ 

央橋   なか    茨城 fuji09882 

央橋   なか    岐阜 fuji26420 

奥漁川橋   おくいざりがわ  

         北海 fuji47028 

奥戸新橋  おくどしん 東京 fuji41003 

奥香落橋  おくこおち 奈良 fuji28709 

奥坂橋   おくさか  兵庫 fuji15699 

奥山橋   おくやま  静岡 fuji26041 

奥川橋   おくがわ  福岡 fuji13714 

奥多摩橋  おくたま  東京 fuji29514 

奥多摩大橋  おくたまおお  

         東京 fuji49478 

奥沢橋   おくさわ  東京 fuji21064 

奥津橋   おくつ   岡山 fuji27768 

奥田橋   おくだ   大阪 fuji51466 

奥入瀬川橋  おいらせ  青森 fuji51362 

奥武橋   おう   沖縄 fuji28973 

奥矢作橋  おくやはぎ 岐阜 fuji48785 

奥梠橋   おくろ   宮崎 fuji34311 

往下橋   おうげ  新潟 fuji44312 

応化橋   おうげ  新潟 fuji00093 

押手沢橋  おってざわ 埼玉 fuji21844 

押小路橋  おしこうじ 京都 fuji29892 

押上橋   おしあげ  東京 fuji23464 

押切橋   おしきり  埼玉 fuji15221 

押切川橋  おしきりがわ 

         神奈 fuji45144 

押川橋   おしがわ  茨城 fuji25838 

押沢橋   おしさわ  山形 fuji18743 

横雲橋   おおうん  新潟 fuji02333 

横河原橋  よこがわら 愛媛 fuji15262 

横河川橋  よこがわがわ  

         長野 fuji10225 

横関橋   よこぜき  滋賀 fuji06972 

横橋    よこ   静岡 fuji23193 

横砂川橋  よこすなかわ  

         青森 fuji06383 

横山橋   よこやま  静岡 fuji33579 

横市川橋  よこいち  宮崎 fuji12950 

横手川橋  よこてがわ 秋田 fuji45114 

横吹橋   よこぶき  神奈 fuji52342 

横瀬橋   よこせ  鹿児 fuji08652 

横瀬橋   よこせ  徳島 fuji10603 

横石橋   よこいし  徳島 fuji16065 

横川橋   よこかわ  広島 fuji16537 

横川橋   よこかわ  東京 fuji14036 

横川新橋  よこかわしん  

         広島 fuji37761 

横打橋   よこうち  神奈 fuji47470 

横田橋   よこた   滋賀 fuji06976 

横田橋   よこた   島根 fuji06197 

横田新大橋  よこたしんおお  

         島根 fuji53369 

横内橋   よこうち  静岡 fuji41319 

横野橋   よこの  熊本 fuji22428 

横路橋   よころ   広島 fuji31567 

王橋    おう   兵庫 fuji20394 

王子橋   おうじ   京都 fuji04456 

王子橋   おうじ   福岡 fuji26251 

王泊橋   おおどまり 広島 fuji36766 

王余魚谷橋  かれいたに 徳島 fuji35230 

王余魚谷橋  かれいだに 徳島 fuji38190 

翁橋    おきな  岡山 fuji18842 

翁橋    おきな  神奈 fuji02447 

翁橋    おきな  奈良 fuji27971 

翁橋    おぎな  新潟 fuji44318 

鴎橋    かもめ  神奈 fuji20713 

黄金橋   おおごん  広島 fuji48131 

黄金橋   きがね  青森 fuji02073 

黄金橋   こがね  北海 fuji49474 

黄瀬橋   きのせ  滋賀 fuji45505 

黄瀬川橋  きせがわ  静岡 fuji00689 

黄門橋   こぅもん  石川 fuji31640 

黄柳橋   つげ   愛知 fuji06523 

黄和田橋  きわだ  千葉 fuji26919 

岡益橋   おかます  鳥取 fuji24112 

岡橋    おか   徳島 fuji13490 

岡崎橋   おかざき  大阪 fuji00151 

岡山橋   おかやま  北海 fuji27482 

岡津下橋  おかづしも 神奈 fuji28623 

岡津橋   おかづ  神奈 fuji32655 

岡田下橋  おかだしも 京都 fuji34355 

岡田橋   おかだ  茨城 fuji46133 

岡田橋   おかだ  京都 fuji04876 

岡田橋   おかだ  東京 fuji21604 

岡島橋   おかじま  岐阜 fuji12832 

岡本橋   おかもと  高知 fuji26157 

岡本橋   おかもと  神奈 fuji42557 

岡野橋   おかの  神奈 fuji20074 

沖ノ旦橋   おきのだん 山口 fuji26319 

沖の田橋  おきのた  宮城 fuji50201 

沖洲橋   おきのす  徳島 fuji19724 

沖水橋   おきみず  宮崎 fuji07436 

沖水川橋  おきみずかわ  

         宮崎 fuji13443 

沖谷架道橋  おきのや  東京 fuji21123 

沖田橋   おきた  滋賀 fuji40259 

沖田橋   おきた  福岡 fuji27818 

沖布橋   おきぬの  新潟 fuji50562 

荻原橋   おぎはら  三重 fuji11938 

荻原橋   はぎはら  東京 fuji23873 

荻前田橋  おぎまえだ 鹿児 fuji22735 

荻伏大橋  おぎふし  北海 fuji10018 

屋我地大橋  やがじおお 沖縄 fuji34124 

屋形橋   やかた  兵庫 fuji24547 

桶ノ尾橋   ひのお  山口 fuji29318 

桶小屋橋  おけごや  神奈 fuji41370 

桶谷橋   おけや  長野 fuji48049 

牡丹橋   ぼたん  東京 fuji21079 

乙井橋   おとい  香川 fuji42264 

乙窪橋   おつくぼ  滋賀 fuji04187 

乙栗子橋  おとぐるす 三重 fuji23328 

乙字橋   おつじ  福岡 fuji27717 

乙字大橋  おつじおお 福岡 fuji51542 

乙女橋   おとめ  滋賀 fuji47503 

乙津橋   おとず  大分 fuji32516 

乙房橋   おとぼう  宮崎 fuji36363 

乙立橋   おったち  島根 fuji35388 

乙立大橋  おったちおお  

         島根 fuji13172 

恩貴島橋  おきじま  大阪 fuji18646 

温井川橋  ぬくいがわ 群馬 fuji45129 

温海川橋  ぬくみがわ 山形 fuji16699 

温川橋   ぬるかわ  青森 fuji30608 

温泉橋   おんせん  新潟 fuji53959 

温泉橋   おんせん  兵庫 fuji26100 

音威子府橋  おといねっぷ  

         北海 fuji43720 

音羽橋   おとわ  大分 fuji12380 

音海橋   おとのうみ 京都 fuji38744 

音戸大橋  おんどおお 広島 fuji40816 

音更橋   おとふけ  北海 fuji09237 

音更川橋  おとふけがわ  

         北海 fuji17837 

音根平橋  おんねひら 北海 fuji25872 

音谷水路橋  おとたに  富山 fuji27511 

音別橋   おとべつ  北海 fuji43311 

音無橋   おとなし  東京 fuji22710 

音無瀬橋  おとなせ  京都 fuji05044 

 

カ 

下しもた橋  しも   高知 fuji30960 

下の橋   しもの   岩手 fuji00193 

下ノ橋   しもの   東京 fuji07375 

下ノ向大橋  しものむかいおお  

         岐阜 fuji48050 

下の川橋  しものかわ 京都 fuji07700 

下阿多古橋  しもあたご 静岡 fuji37164 

下一丁田橋  しもいちょうだ 

         神奈 fuji37220 

下宇曽川橋  しもうそがわ 滋賀 fuji34726 

下延橋   しものぶ  秋田 fuji53752 

下奥多摩橋  しもおくたま 東京 fuji36773 

下岡橋   しろおか  兵庫 fuji40617 

下加茂橋  しもがも  兵庫 fuji20396 

下河内橋  しもごうち 岡山 fuji27066 

下館跨線橋  しもだて  茨城 fuji49076 

下幾春別川橋 しもいくしゅんべつがわ  

         北海 fuji04046 

下菊橋   しもきく  石川 fuji10555 

下橋    しも   埼玉 fuji34677 

下興野橋  しもごうや 新潟 fuji07092 

下極楽橋  しもごくらく 京都 fuji16734 

下金山橋  しもかなやま  

         北海 fuji52634 

下繋橋   しもつなぎ 大阪 fuji09160 

下原橋   しもはら  広島 fuji52491 

下原橋   しもはら  鹿児 fuji27154 

下戸橋   しもと   熊本 fuji33853 

下五反田橋  しもごたんだ 

         岡山 fuji47935 

下向橋   しもむかい 和歌 fuji46577 

下江持橋  しもえもち 福岡 fuji31773 

下荒井橋  しもあらい 福井 fuji09472 

下高野橋  しもこうや 大阪 fuji19411 

下黒部橋  しもくろべ 富山 fuji48045 

下山橋   したんやま 鹿児 fuji19193 

下山橋   しもやま  神奈 fuji29949 

下司橋   げし   徳島 fuji36011 

下手橋   しもて   鹿児 fuji01705 

下十三間川橋 しもじゅうさんげんがわ 

         大阪 fuji15817 

下宿橋   しもしゅく  岩手 fuji27798 

下宿橋   しもじゅく  新潟 fuji23402 

下宿橋   しもじゅく  神奈 fuji47480 

下宿橋   しもじゅく  東京 fuji39488 

下小瀬橋  しもこせ  島根 fuji21759 

下小倉橋  しもこぐら 栃木 fuji37401 

下条川橋  げじょうがわ 富山 fuji24945 

下神崎川橋  しもかんざきがわ  
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         大阪 fuji02045 

下神谷橋  しもかべや 福岡 fuji38891 

下杉橋   しもすぎ  山形 fuji23586 

下菅橋   しもすげ  鳥取 fuji49139 

下正田橋  しもしょうでん  

         岡山 fuji34187 

下川橋   しもかわ  神奈 fuji28620 

下川橋   しもかわ  千葉 fuji17871 

下川原橋  しもがわら 鹿児 fuji11528 

下泉橋   しもいずみ 静岡 fuji23514 

下船渡橋  しもぶなと 長野 fuji11898 

下倉橋   したぐら  岡山 fuji30918 

下足川橋  あしがわ  高知 fuji41120 

下大橋   しもおお  長野 fuji42574 

下大和橋  しもやまと 大阪 fuji20159 

下猪名川橋  しもいながわ  

         兵庫 fuji15438 

下町橋   したまち  秋田 fuji47774 

下町橋   しもまち  熊本 fuji10419 

下長井橋  しもながい 山形 fuji05226 

下長見橋  しもながみ 島根 fuji42981 

下津井橋  しもつい  高知 fuji36772 

下津橋   しもづ   山口 fuji19596 

下津原橋  しもつはら 島根 fuji25113 

下鶴橋   しもつる  熊本 fuji04881 

下殿橋   しもとの  鹿児 fuji12725 

下田橋   しもだ   岐阜 fuji12366 

下田橋   しもだ   山形 fuji09084 

下田橋   しもだ   青森 fuji36223 

下田橋   しもだ   福岡 fuji23126 

下渡橋   しもわたり 岐阜 fuji17676 

下土棚大橋  しもつちだなおお  

         神奈 fuji53058 

下東条橋  しもとうじょう  

         大阪 fuji35281 

下頭橋   げとう   東京 fuji00932 

下栃谷橋  しもとちたに 和歌 fuji48176 

下内川橋  しもないかわ  

         秋田 fuji08300 

下之加江大橋 しものかえおお  

         高知 fuji51327 

下之橋   しもの   大阪 fuji11669 

下馬橋   げば   群馬 fuji09600 

下博多橋  しもはかた 北海 fuji38837 

下畠一之橋 しもはたのいちの  

         東京 fuji23317 

下八峡橋  しもやかえ 宮崎 fuji29860 

下番橋   かばん  熊本 fuji01175 

下尾田橋  しもおだ  岩手 fuji26823 

下姫川橋  しもひめかわ  

         長野 fuji28507 

下平川橋  しもひらかわ 

         鹿児 fuji10662 

下歩危橋  しもばき  岐阜 fuji04037 

下幌向川橋 しもほろむいがわ  

         北海 fuji04004 

下木橋   しもき   東京 fuji22030 

下野橋   しもの   香川 fuji47956 

下柳渡戸橋  しもやなぎわたりど  

         山形 fuji22227 

下立売橋  しもだちうり 京都 fuji02038 

下呂大橋  げろおお  岐阜 fuji46365 

下和佐橋  しもわさ  和歌 fuji22553 

下筌橋   しもうけ  大分 fuji48066 

化粧橋   けしょう  京都 fuji32690 

仮屋橋   かりや  大分 fuji14424 

何龍橋   かりゅう  石川 fuji03038 

伽羅橋   きゃら   秋田 fuji29933 

伽羅橋   きやら  大阪 fuji01601 

加塩橋   かしお  大阪 fuji25067 

加賀須野橋  かがすの 徳島 fuji17057 

加久見橋  かぐみ  高知 fuji26333 

加古川橋  かこがわ  兵庫 fuji02172 

加佐見橋  かさみ  岡山 fuji29560 

加治橋   かじ   埼玉 fuji20570 

加治川橋  かじかわ  新潟 fuji51652 

加治大橋  かじおお  新潟 fuji40894 

加勢蛇橋  かせだ  鳥取 fuji28532 

加勢川橋  かせがわ 熊本 fuji05097 

加勢陀川橋  かせだかわ 鳥取 fuji09579 

加都橋   かつ   兵庫 fuji23234 

加島大橋  かしまおお 大阪 fuji43248 

加納跨線橋  かのう  岐阜 fuji35137 

加納町架道橋 かのうちょう 兵庫 fuji27693 

加美寿橋  かみす  大阪 fuji35381 

加美上水橋  かみじょうすい 

         東京 fuji19311 

加茂橋   かも   愛知 fuji16621 

加茂橋   かも   岡山 fuji26791 

加茂橋   かも   滋賀 fuji31930 

加茂川橋  かもがわ  愛媛 fuji12311 

加茂川橋  かもがわ  静岡 fuji00934 

加茂川橋  かもがわ  千葉 fuji05190 

加良川橋  からが-  沖縄 fuji00799 

可愛橋   えの   広島 fuji33945 

可愛川橋  えのかわ  広島 fuji05573 

可池橋   かいけ  大阪 fuji43709 

嘉右衛門橋  かうえもん 栃木 fuji19501 

嘉久屋橋  かくや   京都 fuji22481 

嘉寿満橋  かずまん  北海 fuji40927 

嘉瀬橋   かせ   佐賀 fuji43508 

嘉瀬川橋  かせがわ 佐賀 fuji07262 

嘉摩川橋  かまがわ  福岡 fuji11200 

嘉留橋   かどめ  東京 fuji01980 

嘉例川橋  かれいがわ 三重 fuji46953 

夏井川橋  なついかわ 福岡 fuji14511 

夏伏橋   なつぶし  新潟 fuji49092 

夏木橋   なつき  鹿児 fuji12786 

夏目橋   なつめ  山形 fuji23922 

夏油橋   げとう   岩手 fuji34881 

家山川橋  いえやまがわ  

         静岡 fuji21148 

歌詰橋   うたづめ  滋賀 fuji00282 

歌才橋   うたさい  北海 fuji47623 

歌島橋   うたじま  大阪 fuji18814 

河磯橋   かわぞ  長崎 fuji09289 

河屋橋   こうや   大分 fuji09856 

河詰橋   こうづめ  高知 fuji39560 

河原一号線橋 かわはら  宮城 fuji23099 

河原橋   かわはら  鳥取 fuji01880 

河原橋   かわら  茨城 fuji28837 

河原橋   かわら  佐賀 fuji19626 

河原橋   かわら  神奈 fuji40061 

河原橋   こうばら  福井 fuji24330 

河原町川橋  かわらまちがわ  

         京都 fuji08334 

河原田川橋  かわらたがわ 石川 fuji26621 

河口橋   かわぐち  神奈 fuji49989 

河口橋   こうぐち  愛媛 fuji17723 

河合橋   かわい  京都 fuji13569 

河合橋   かわい  静岡 fuji00913 

河合橋   こうごう  福井 fuji23546 

河崎橋   かわさき  愛媛 fuji29329 

河上瀬橋  かしょうぜ 愛知 fuji38739 

河瀬陸橋  こうぜ   和歌 fuji12627 

河西橋   かさい  北海 fuji11985 

河中橋   かわなか  愛媛 fuji27102 

河田橋   こうだ   岐阜 fuji16470 

河渡橋   ごうと   岐阜 fuji30772 

河頭橋   こがしら  鹿児 fuji12767 

河頭太鼓橋  こがしらたいこ  

         鹿児 fuji01324 

河童橋   かっぱ  長野 fuji06269 

河内橋   かわち  大阪 fuji29076 

河内橋   こうち   神奈 fuji18074 

河南橋   かなん  大阪 fuji05793 

河辺橋   かわべ  愛媛 fuji21487 

河北橋   かほく   山形 fuji48037 

火除橋   ひよけ  東京 fuji04532 

花の木橋  はなのき  山形 fuji20304 

花ノ木橋   はなのき  神奈 fuji22290 

花井手橋  はないで  鹿児 fuji25227 

花園橋   はなぞの  埼玉 fuji31286 

花園橋   はなぞの  大阪 fuji01741 

花下橋   はなした  神奈 fuji33199 

花貫川水力一号水路橋 はなぬきがわ  

         茨城 fuji14726 

花宮橋   はなみや  大阪 fuji10941 

花月橋   かげつ  福井 fuji36803 

花見橋   はなみ  埼玉 fuji27849 

花見橋   はなみ  新潟 fuji40383 

花見橋   はなみ  東京 fuji37218 

花宗川橋  かしゅうがわ  

         福岡 fuji25503 

花水橋   はなみず  神奈 fuji04155 

花水川橋  はなみずがわ  

         神奈 fuji25840 

花瀬橋   はなぜ  徳島 fuji20637 

花壇橋   かだん  宮城 fuji00194 

花鶴川橋  はなつるかわ  

         福岡 fuji45469 

花田橋   かだ   佐賀 fuji44642 

花乃井橋  はなのい  大阪 fuji15847 

花木橋   はなぎ  岡山 fuji27724 

花野井橋  はなのい  茨城 fuji39341 

花輪橋   はなわ  岩手 fuji32922 

花輪橋   はなわ  千葉 fuji28607 

茄子橋   なすび  静岡 fuji40405 

荷菜橋   にな   北海 fuji43544 

華水橋   はなみず  東京 fuji14462 

華表橋   とりい   長野 fuji06639 

蝦夷橋   えぞ   福岡 fuji28581 

霞橋    かすみ  岡山 fuji02371 

霞橋    かすみ  新潟 fuji29737 

霞橋    かすみ  神奈 fuji13134 

霞橋    かすみ  東京 fuji16455 

蚊屋野橋  かやの  滋賀 fuji19702 

蚊竜橋   こうりゅう  山口 fuji06751 

我喜屋橋  がきや  沖縄 fuji25437 

臥月橋   がげつ  山口 fuji09499 

臥竜橋   がりゅう  山形 fuji01112 

臥竜橋   がりょう  山口 fuji08600 

臥龍橋   がりゅう  新潟 fuji02561 

芽吹大橋  めふきおお 千葉 fuji37675 

蛾眉橋   がび   山形 fuji01932 

蛾眉橋   がび   山形 fuji03273 

賀々沢橋  かかんざわ 静岡 fuji45174 

賀々美橋  かがみ  北海 fuji06068 

賀治耶橋  かじや  大分 fuji17193 

賀村橋   かむら  滋賀 fuji52505 

賀美橋   かみ   埼玉 fuji18755 

賀平橋   かへい  宮城 fuji24847 

賀茂橋   かも   鳥取 fuji26110 

賀茂大橋  かもおお  京都 fuji22812 

賀来橋   かく   大分 fuji50326 

賀来川橋  かくかわ  大分 fuji13887 

会青橋   かいせい  福岡 fuji28516 

会仙橋   かいせん  東京 fuji21682 

回顧橋   みかえり  栃木 fuji12395 

廻い橋   まい   香川 fuji07617 

廻戸橋   かいど  神奈 fuji40216 

廻戸橋   まっと   岩手 fuji38711 

廻戸川橋  まっとがわ 岩手 fuji17256 

廻栖橋   めぐす  大分 fuji04261 

改良橋   かいりょう 新潟 fuji49102 

海運橋   かいうん  大分 fuji25802 
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海運橋   かいうん  東京 fuji02206 

海幸橋   かいこう  東京 fuji19109 

海砂橋   うみすな  東京 fuji21099 

海山橋   かいさん  大阪 fuji16321 

海上橋   かいじょう 広島 fuji20413 

海尻橋   うみじり  栃木 fuji36017 

海神橋   かいじん  千葉 fuji40053 

海神跨線橋  かいじん  千葉 fuji29367 

海神大橋  うながみおお  

         和歌 fuji18840 

海川橋   うみがわ  新潟 fuji03024 

海川口橋  かいかわぐち  

         徳島 fuji34086 

海蔵橋   かいぞう  三重 fuji05270 

海沢橋   うなざわ  東京 fuji49497 

海津橋   かいづ  岐阜 fuji23500 

海底橋   おぞこ  神奈 fuji33016 

海道橋   かいどう  新潟 fuji36504 

海道橋   かいどう  神奈 fuji23997 

海府大橋  かいふおお 新潟 fuji52303 

海部橋   かいふ  大阪 fuji15424 

海部橋   かいふ  徳島 fuji33684 

海部川橋  かいふがわ 徳島 fuji18735 

海部大橋  かいふおお 徳島 fuji50295 

海辺橋   うみべ  東京 fuji00693 

海門橋   かいもん  茨城 fuji07361 

海老橋   えび   愛知 fuji19864 

海老橋   かいろう  岐阜 fuji11081 

海老助橋  えびすけ  福井 fuji07570 

海老川橋  えびがわ  千葉 fuji43262 

海老津橋  えびつ  福岡 fuji05973 

界橋   さかい   岩手 fuji30377 

皆ノ瀬橋   かいのせ 徳島 fuji51004 

皆勤橋   かいきん  兵庫 fuji30712 

皆瀬川橋  みなせかわ 神奈 fuji52300 

皆代橋   かいたい  埼玉 fuji26751 

皆之瀬橋  かいのせ 徳島 fuji18409 

皆野橋   みなの  埼玉 fuji26455 

芥川橋   あくたがわ 大阪 fuji26738 

蟹久保橋  かにくぼ  東京 fuji20040 

蟹川橋   かにかわ 福岡 fuji13630 

蟹沢橋   かにさわ  福岡 fuji13266 

開運橋   かいうん  岩手 fuji06098 

開運橋   かいうん  宮城 fuji19845 

開運橋   かいうん  栃木 fuji28585 

開運橋   かいうん  奈良 fuji22738 

開橋    ひらき  大阪 fuji43643 

開国橋   かいこく  山梨 fuji11287 

開成橋   かいせい  宮城 fuji35504 

開通橋   かいつう  兵庫 fuji30604 

開田橋   かいでん  福井 fuji01630 

開平橋   かいへい  埼玉 fuji04445 

開北橋   かいほく  宮城 fuji31500 

階子岩橋  かいこいわ 長崎 fuji30152 

貝底橋   けぞこ  鹿児 fuji11530 

凱旋橋   がいせん  東京 fuji10489 

外の内橋  とのうち  茨城 fuji25826 

外苑橋   がいえん  東京 fuji20267 

外川田橋  そとかわだ 東京 fuji53634 

外輪橋   そとわ  岐阜 fuji47861 

崖渡橋   がけわたり 岩手 fuji22215 

鎧橋    よろい  神奈 fuji31701 

鎧橋    よろい  東京 fuji01845 

鎧石橋   よろいいし 徳島 fuji30620 

鎧台第一架道橋 よろいだい  

         東京 fuji19324 

蛙橋   かわず  佐賀 fuji36536 

垣河内橋 かきがわち  大分 fuji32991 

垣島橋   かきしま  北海 fuji29156 

柿の木橋  かきのき  神奈 fuji31702 

柿の木坂陸橋 かきのきざか  

         東京 fuji46751 

柿崎橋   かきざき  宮城 fuji52372 

柿其橋   かきぞれ  長野 fuji36865 

柿其水路橋  かきぞれ  長野 fuji16550 

柿沢橋   かきさわ  富山 fuji27874 

柿田眼鏡橋  かきた  静岡 fuji11171 

角の浦橋  すみのうら 徳島 fuji47525 

角川橋   つのかわ 山形 fuji13333 

角善一の橋  すみよしいちの 

         神奈 fuji44089 

角張橋   かくばり  北海 fuji44665 

角田橋   かくだ   宮城 fuji39859 

角兵衛橋  かくべい  東京 fuji20692 

角野橋   すみの  愛媛 fuji25174 

角野新田橋  すみのしんでん  

         愛媛 fuji40656 

隔間場橋  かくまんば 山形 fuji44279 

学校下橋  がっこうした 神奈 fuji47461 

学校橋   がっこう  神奈 fuji48910 

学島橋   がくしま  徳島 fuji35592 

岳見橋   だけみ  秋田 fuji31282 

楽架道橋  はくらく  神奈 fuji18623 

楽水橋   らくすい  東京 fuji51414 

掛ノ橋   かけの  広島 fuji29141 

掛橋    かけ   山口 fuji31612 

掛塚橋   かけつか  静岡 fuji10573 

掛渡井   かけとい  長野 fuji18451 

笠間大橋  かさまおお 茨城 fuji21345 

笠間大橋  かさまおお 神奈 fuji52474 

笠松橋   かさまつ  熊本 fuji01666 

笠船橋   かさふね  神奈 fuji35352 

笠置橋   かさぎ  岐阜 fuji18400 

笠置橋   かさぎ  京都 fuji12300 

笠木橋   かさぎ  和歌 fuji20192 

梶橋    かじ   高知 fuji27106 

梶江橋   かじえ  岡山 fuji16146 

梶山橋   かじやま  宮崎 fuji19101 

梶山橋   かじやま  神奈 fuji51870 

梶野橋   かじの  東京 fuji47817 

潟前橋   かたまえ  新潟 fuji46176 

割石第一橋  わりいし  岐阜 fuji46598 

割塚高架橋  わりつか  兵庫 fuji28088 

滑瀬橋   ぬめりぜ  大分 fuji00318 

滑川一号橋  ぬめりかわ 大分 fuji01269 

滑川橋   なめかわ  熊本 fuji14129 

滑川橋   なめかわ  福岡 fuji23124 

滑津橋   なめつ  福岡 fuji26858 

葛下橋   くずか   岡山 fuji24120 

葛原橋   つづらはら 広島 fuji00474 

葛根田橋  かっこんだ 岩手 fuji41048 

葛根田川橋  かっこんだかわ 

         岩手 fuji16166 

葛城橋   かつらぎ  岡山 fuji29046 

葛西橋   かさい  東京 fuji20033 

葛島橋   かずらしま 高知 fuji08763 

葛島橋   かづらしま 高知 fuji07608 

葛島大橋  かずらしま 高知 fuji19014 

葛野川橋  かつのがわ 山梨 fuji52349 

葛籠橋   つづら  徳島 fuji20425 

葛籠谷橋  つづらだに 三重 fuji49577 

且過橋   たんが  福岡 fuji01077 

且過橋   たんが  福岡 fuji06561 

鰹座橋   かつおざ  大阪 fuji03342 

叶橋    かのう  大阪 fuji15816 

叶橋    かのう  北海 fuji25868 

叶津橋   かのうづ  福岡 fuji08066 

叶津川橋  かのうづがわ  

         福島 fuji37012 

兜橋    かぶと  東京 fuji04760 

兜橋    かぶと  奈良 fuji27048 

兜川橋   かぶとがわ 埼玉 fuji25673 

兜塚橋   かぶとつか 宮城 fuji32188 

兜野橋   かぶとの  北海 fuji07627 

蒲河橋   かまが  長崎 fuji16338 

蒲刈大橋  かもかりおお  

         広島 fuji52363 

蒲原橋   かんばら  静岡 fuji51290 

蒲生橋   がもう   鹿児 fuji29355 

蒲生橋   がもう   福岡 fuji40803 

蒲生川橋  がもうがわ 鳥取 fuji11651 

蒲田橋   かまた  東京 fuji22043 

蒲田跨線橋  かまた  東京 fuji41940 

釜ノ沢橋   かまのさわ 静岡 fuji30380 

釜口橋   かまぐち  静岡 fuji00040 

釜口橋   かまぐち  長野 fuji02133 

釜川橋   かまがわ  新潟 fuji48757 

釜谷橋   かまたに  石川 fuji01031 

釜田川橋  かまたがわ 神奈 fuji44087 

釜無川橋  かまなしがわ  

         山梨 fuji14684 

鎌瀬橋   かまぜ  徳島 fuji37597 

鎌倉橋   かまくら  東京 fuji20784 

鎌倉橋   かまくら  兵庫 fuji25092 

鎌田橋   かまだ  福岡 fuji06456 

鴨居橋   かもい  神奈 fuji53490 

鴨居跨線  かもい  神奈 fuji53064 

鴨橋    かも   山口 fuji19595 

鴨庄橋   かもしょう 香川 fuji36358 

鴨川橋   かもがわ  京都 fuji03155 

鴨川橋   かもがわ  滋賀 fuji09782 

鴨沢橋   かもざわ  東京 fuji36799 

鴨池橋   かもいけ  神奈 fuji52264 

鴨部橋   かんべ  愛媛 fuji53133 

鴨部川橋  かべがわ 香川 fuji12530 

茅場橋   かやば  東京 fuji20921 

茅吹手沈下橋 かやぶくて 高知 fuji41450 

茅生橋   かよう   高知 fuji48977 

茅野駅跨線橋 ちのえき  長野 fuji24598 

茅野橋   ちの   長野 fuji19973 

萱場橋   かやば  山形 fuji23120 

萱草橋   かやくさ  秋田 fuji28148 

萱津橋   かやつ  愛知 fuji45178 

萱野橋   かやの  京都 fuji38743 

刈谷橋   かりや  愛知 fuji26055 

刈谷田橋  かりやだ  新潟 fuji11285 

刈和野橋  かりわの  秋田 fuji07749 

苅藻島可動橋 かりもじま 兵庫 fuji22652 

瓦屋橋   かわらや  大阪 fuji00807 

瓦落橋   ぐわらく  鹿児 fuji09513 

乾橋    いぬい  滋賀 fuji26653 

乾橋    いぬい  青森 fuji04510 

冠着橋   かむりき  長野 fuji36507 

寒河江川橋  さがえがわ 山形 fuji05225 

寒狭橋   かんさ  愛知 fuji10914 

寒須橋   そうず  大分 fuji12774 

寒風橋   さむかぜ  滋賀 fuji09150 

勘解由橋  かげゆ  岡山 fuji33943 

勘十郎橋  かんじゅうろう  

         福岡 fuji26860 

勘六橋   かんろく  福岡 fuji12329 

勧進橋   かんじん  京都 fuji10830 

勧進橋   かんじん  高知 fuji18145 

官人橋   かんじん  佐賀 fuji33685 

寛永寺橋  かんえいじ 東京 fuji20330 

感恩橋   かんおん  宮城 fuji23382 

換川橋   かけかわ 岡山 fuji28959 

歓喜橋   かんぎ  新潟 fuji20583 

歓喜寺橋  かんきじ  和歌 fuji24375 

漢那橋   かんな  沖縄 fuji26196 

甘柿橋   あまがき  神奈 fuji30524 

甘楽橋   かんら  群馬 fuji17768 

甘城橋   かんじょう 大阪 fuji19573 

甘付橋   あまづけ  宮崎 fuji30630 

監物橋   けんもつ  兵庫 fuji10501 

管波橋   くだなみ  岩手 fuji26822 
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肝属川橋  きもつきがわ  

         鹿児 fuji29091 

観音橋   かんのん 群馬 fuji42875 

観音橋   かんのん 埼玉 fuji27851 

観音橋   かんのん 神奈 fuji18085 

観音橋   かんのん 東京 fuji41366 

観音橋   かんのん 栃木 fuji34328 

観音橋   かんのん 福岡 fuji23930 

観音橋   かんのん 兵庫 fuji21450 

観海寺橋  かんかいじ 大分 fuji16112 

観蛍橋   かんけい  長野 fuji00593 

観月橋   かんげつ  京都 fuji05553 

観月橋   かんげつ  香川 fuji23441 

観月橋   かんげつ  福岡 fuji04867 

観晃橋   かんこう  栃木 fuji08529 

観船橋   みふね  広島 fuji35299 

観潮橋   かんちょう 長崎 fuji34384 

観潮橋   しおみ  長崎 fuji28302 

観農橋   かんのう  新潟 fuji40068 

観波橋   かんぱ  岡山 fuji27773 

観波橋   みなみ  岡山 fuji14376 

貫井橋   ぬくい   滋賀 fuji40263 

貫見大橋  ぬくみおお 熊本 fuji52281 

貫原橋   ぬきはら  熊本 fuji01289 

貫川橋   ぬけかわ 滋賀 fuji49321 

貫道橋   かんどう  広島 fuji43922 

鑑内橋   かんない  熊本 fuji01130 

間橋    はざま  群馬 fuji33585 

間橋    はざま  鹿児 fuji01247 

間古毛川橋  まこもがわ 福井 fuji07498 

間戸水車橋  まどすいくるま  

         大分 fuji01356 

間手橋   まて   新潟 fuji40385 

間地橋   まじ   大分 fuji16106 

間藤橋   まとう   栃木 fuji29001 

間内平橋  まないひら 新潟 fuji53641 

間柏原橋  まかやばる 宮崎 fuji44772 

間敷橋   まじき   和歌 fuji20400 

閑上橋   ゆりあげ  宮城 fuji50364 

関の沢橋  せきのさわ 静岡 fuji34281 

関金橋   せきがね  鳥取 fuji28724 

関戸橋   せきど  東京 fuji28520 

関口橋   せきぐち  東京 fuji21097 

関産橋   せきさん  神奈 fuji50389 

関寺橋   せきでら  滋賀 fuji24745 

関宿橋   せきやど  千葉 fuji24459 

関川橋   せきかわ  新潟 fuji26007 

関沢橋   せきさわ  茨城 fuji51945 

関之沢水管橋 せきのざわ 静岡 fuji36028 

関彦橋   かんげん  山口 fuji31653 

関目駅橋 せいきめえき 大阪 fuji25075 

関目第一架道橋 せいきめ 大阪 fuji25388 

関野橋   せきの  東京 fuji49259 

関渕橋   せきぶち  奈良 fuji24106 

館ノ内橋   たてのうち 福岡 fuji26862 

館橋    たて   東京 fuji25258 

館原橋   やかたはら 熊本 fuji01316 

館坂橋   たてさか  岩手 fuji31855 

館山橋   たてやま  北海 fuji30414 

館田橋   たちた  青森 fuji02659 

丸ノ内橋   まるのうち 東京 fuji22277 

丸一橋   まるいち  大阪 fuji26575 

丸山橋   まるやま  熊本 fuji03692 

丸山橋   まるやま  新潟 fuji43601 

丸山橋   まるやま  大分 fuji15022 

丸子橋   まりこ   静岡 fuji00941 

丸子橋   まるこ   東京 fuji26435 

丸重吾橋  まるじゅうご 北海 fuji42514 

丸森橋   まるもり  宮城 fuji10308 

丸森船橋  まるもりふな 宮城 fuji06764 

丸石橋   まるいし  新潟 fuji47672 

丸太橋   まるた  東京 fuji01976 

丸滝橋   まるたき  新潟 fuji51967 

丸竹橋   まるたけ  石川 fuji26487 

丸塚橋   まるつか  茨城 fuji38279 

丸島可動橋  まるしま  兵庫 fuji38620 

丸林橋   まるばやし 熊本 fuji01462 

丸渕橋   まるぶち  福岡 fuji20439 

岸橋    きし   東京 fuji21533 

岸見橋   きしみ  大阪 fuji27670 

岸根橋   きしね  神奈 fuji43598 

岸上橋   きしがみ  和歌 fuji32388 

岸田川橋  きしだかわ 兵庫 fuji12524 

岸之本橋  きしのもと 大阪 fuji20796 

岸辺橋   きしべ  大阪 fuji38915 

巌橋    いわお  岡山 fuji27991 

巌橋    いわお  兵庫 fuji02437 

巌本橋   いわもと  東京 fuji20691 

巌吼寺眼鏡橋 がんくうじ 長崎 fuji01120 

眼鏡橋   めがね  佐賀 fuji06255 

眼鏡橋   めがね  大分 fuji07658 

眼鏡橋   めがね  長崎 fuji46743 

眼鏡橋   めがね  福井 fuji12768 

岩井橋   いわい  愛知 fuji16535 

岩井橋   いわい  東京 fuji04967 

岩井橋   いわい  栃木 fuji37092 

岩井橋   いわい  奈良 fuji25104 

岩屋橋   いわや  福井 fuji21398 

岩屋西橋  いわやにし 兵庫 fuji16752 

岩下橋   いわした  熊本 fuji01812 

岩下橋   いわした  鹿児 fuji07969 

岩見沢大橋  いわみざわおお  

         北海 fuji39717 

岩元橋   いわもと  鹿児 fuji14140 

岩戸橋   いわど  熊本 fuji16568 

岩戸橋   いわど  大分 fuji04882 

岩崎運河橋  いわさきうんが  

         大阪 fuji19930 

岩崎橋   いわさき  香川 fuji13235 

岩崎橋   いわさき  秋田 fuji02526 

岩崎橋   いわさき  神奈 fuji41377 

岩崎橋   いわさき  大阪 fuji15306 

岩崎橋   いわさき  和歌 fuji28489 

岩室橋   いわむろ  滋賀 fuji08580 

岩出橋   いわで  和歌 fuji12707 

岩出山橋  いわでやま 宮城 fuji23911 

岩松橋   いわまつ  愛媛 fuji12318 

岩松橋   いわまつ  大阪 fuji16240 

岩松川新橋  いわまつがわ  

         愛媛 fuji42286 

岩上橋   いわがみ 滋賀 fuji29966 

岩上橋   いわがみ 大分 fuji15016 

岩神橋   いわがみ 鳥取 fuji50761 

岩杉橋   いわすぎ  大分 fuji20814 

岩瀬橋   いわせ  岐阜 fuji38732 

岩瀬橋   いわせ  秋田 fuji03463 

岩瀬川橋  いわせかわ 秋田 fuji08676 

岩清水橋  いわしみず 長野 fuji52478 

岩清尾橋  いわせお  香川 fuji18010 

岩川大橋 いわかわおお 山形 fuji48723 

岩倉橋   いわくら  群馬 fuji02444 

岩谷橋   いわや  岩手 fuji01588 

岩谷口橋 いわたにぐち 愛媛 fuji27101 

岩知志水路橋 いわちし  北海 fuji37623 

岩置橋   いわおき  鹿児 fuji20469 

岩津橋   いわづ  徳島 fuji05370 

岩槻橋   いわつき  埼玉 fuji05437 

岩槻大橋 いわつきおお 埼玉 fuji49811 

岩殿橋   いわどの  山梨 fuji53320 

岩田橋   いわた  三重 fuji00258 

岩田橋   いわた  新潟 fuji17670 

岩内橋   いわない  北海 fuji39725 

岩尾内   いわおない 北海 fuji50894 

岩姫橋   いわひめ  岩手 fuji27384 

岩部橋   いわぶ  香川 fuji07234 

岩本一号橋  いわもと  京都 fuji21177 

岩本橋   いわもと  熊本 fuji01761 

岩満橋   いわみつ  宮崎 fuji40447 

岩木橋   いわき  青森 fuji02259 

岩木川橋  いわきがわ 青森 fuji17249 

岩湧橋   いわわき  大阪 fuji25066 

岩渕橋   いわぶち  山形 fuji38070 

雁ケ沢水路橋 がんがざわ 群馬 fuji28592 

雁島橋   がんじま  山口 fuji07526 

雁波橋   がんなみ  埼玉 fuji26904 

雁来橋   かりき   北海 fuji38705 

顔好橋   かおよし  山形 fuji19495 

 

キ 

危村橋   きじ   長野 fuji00023 

喜阿弥橋  きあみがわ 島根 fuji17967 

喜栄橋   きえい  北海 fuji49019 

喜多良川橋  きたらがわ 福岡 fuji17226 

喜平橋   きへい  東京 fuji00850 

喜茂別橋  きもべつ  北海 fuji44418 

基橋    もとい   青森 fuji04940 

嬉野橋   うれしの  佐賀 fuji19941 

寄井橋   よりい   徳島 fuji18136 

寄岩橋   よりいわ  福岡 fuji12341 

寄居橋   よりい   埼玉 fuji31162 

寄口橋   よりぐち  福岡 fuji15313 

寄合橋   よりあい  和歌 fuji02833 

幾春別橋  いくしゅんべつ 

         北海 fuji18738 

幾世橋   いくよ   東京 fuji22034 

幾世橋   いくよ   栃木 fuji16500 

幾世橋   きよ   福岡 fuji13011 

旗の台第一架道橋 はたのだい  

         東京 fuji19321 

旗杭橋   はたぐい  福岡 fuji25916 

機具橋   はたぐ  石川 fuji02928 

機初橋   はたぞめ  茨城 fuji32741 

機織橋   はたおり  熊本 fuji16101 

気賀町橋  きがまち  静岡 fuji29244 

気田川橋  けたがわ  静岡 fuji36769 

祈石橋   いのりいし 北海 fuji44886 

紀ノ川橋   きのかわ  和歌 fuji08659 

紀伊橋   きい   香川 fuji25831 

紀伊国橋  きのくに  大阪 fuji16285 

紀伊国橋  きのくに  東京 fuji02103 

記念橋   きねん  神奈 fuji18386 

記念橋   きねん  大分 fuji17187 

貴志橋   きし   和歌 fuji24376 

貴船橋   きふね  福岡 fuji28909 

貴船橋   きぶね  群馬 fuji48894 

鬼ケ沢橋  おにがさわ 岩手 fuji32014 

鬼丸眼鏡橋  おにまる  熊本 fuji14127 

鬼丸橋   おにまる  熊本 fuji16567 

鬼鹿街道架道橋  

   おにしかかいどう 北海 fuji15740 

鬼住橋   おにずみ  大阪 fuji27942 

鬼田橋   おんだ  大分 fuji14426 

鬼怒橋   きぬ   栃木 fuji13801 

鬼怒川橋  きぬがわ  茨城 fuji05651 

鬼怒川橋  きぬがわ  埼玉 fuji14446 

鬼怒川橋  きぬがわ  栃木 fuji14444 

鬼怒大橋  きぬおお  栃木 fuji34327 

鬼淵橋   おにぶち  岩手 fuji18739 

鬼淵橋   おにぶち  長野 fuji13281 

鬼面川橋  おものがわ 山形 fuji04957 

亀ケ橋   かめが  茨城 fuji21589 

亀井橋   かめい  東京 fuji02539 

亀井田橋  かめいだ  山形 fuji27392 

亀岡橋   かめおか 福岡 fuji51397 

亀久橋   かめひさ  東京 fuji01979 

亀郷橋   かめごう  宮崎 fuji39412 
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亀甲橋   かめのこう 神奈 fuji15228 

亀甲橋   かめのこう 大阪 fuji37879 

亀甲橋   かめのこう 大分 fuji17185 

亀甲橋   きこう   山梨 fuji03040 

亀山橋   かめやま  愛媛 fuji18137 

亀山大橋 かめやまおお 三重 fuji46723 

亀島橋   かめじま  東京 fuji00950 

亀齢橋   きれい  三重 fuji05024 

亀渕橋   かめふち  長崎 fuji00860 

祇園橋   きおん  熊本 fuji09456 

祇園橋   ぎおん  岡山 fuji08048 

祇園橋   ぎおん  香川 fuji26146 

祇園橋   ぎおん  鳥取 fuji24812 

祇園橋   ぎおん  東京 fuji14678 

祇園橋   ぎおん  福岡 fuji30292 

祇園新橋  ぎおんしん 京都 fuji38175 

祇園大橋  ぎおんおお 愛媛 fuji31683 

祇園大橋  ぎおんおお 広島 fuji43320 

蟻通橋   ありどおし 奈良 fuji22371 

菊屋橋   きくや   京都 fuji12514 

菊花橋   きくはな  東京 fuji22610 

菊川橋   きくかわ  東京 fuji18533 

菊池川橋  きくちがわ 熊本 fuji05951 

菊柳橋   きくやなぎ 東京 fuji21924 

鞠子橋   まりこ   神奈 fuji12961 

吉井川橋  よしいがわ 岡山 fuji37889 

吉岡橋   よしおか  静岡 fuji22322 

吉岡橋   よしおか  東京 fuji05489 

吉賀橋  よしがいちじり 島根 fuji23251 

吉賀川橋  よしががわ 島根 fuji16775 

吉志田大橋  よしだおお 福岡 fuji25914 

吉松橋   よしまつ  鹿児 fuji12649 

吉瀬橋   きせ   長野 fuji03606 

吉成橋   よしなり  北海 fuji43972 

吉川橋   よしかわ  埼玉 fuji24891 

吉川橋   よしかわ  滋賀 fuji07917 

吉川橋   よしかわ  福井 fuji07565 

吉川橋   よしかわ  福岡 fuji24312 

吉田橋   よしだ   山形 fuji03392 

吉田橋   よしだ   神奈 fuji11946 

吉田橋   よしだ   大阪 fuji12959 

吉田川橋  よしだかわ 宮城 fuji05981 

吉田大橋  よしだおお 愛知 fuji14156 

吉嶋橋   きちじま  山形 fuji29169 

吉浜橋   よしはま  神奈 fuji32470 

吉平橋   よしだいら 群馬 fuji16078 

吉野屋橋  よしのや  大阪 fuji03926 

吉野橋   よしの  愛媛 fuji29985 

吉野橋   よしの  山形 fuji28571 

吉野橋   よしの  神奈 fuji18612 

吉野橋   よしの  東京 fuji01972 

吉野橋   よしの  徳島 fuji17643 

吉野川橋  よしのがわ 愛媛 fuji28029 

吉野川橋  よしのがわ 高知 fuji11982 

吉野川橋  よしのがわ 徳島 fuji19939 

吉野川橋  よしのがわ 奈良 fuji19935 

桔橋    はね   岩手 fuji00240 

橘橋    たちばな  宮崎 fuji03675 

橘橋    たちばな  東京 fuji00421 

橘橋    たちばな  兵庫 fuji15849 

橘橋    たちばな  北海 fuji37939 

橘谷橋  たちばなたに 徳島 fuji29322 

詰田川橋  つめたがわ 香川 fuji18014 

逆井橋   さかさい  東京 fuji03297 

逆水橋   さかみず  千葉 fuji47071 

逆瀬川橋  さかせがわ 兵庫 fuji15819 

逆川橋   さかさかわ 埼玉 fuji09561 

逆谷橋  さかさまだに 滋賀 fuji53504 

逆谷橋   さかたに  大分 fuji14134 

逆磐橋   さかなげ  愛媛 fuji33263 

久安橋   きゅうあん 東京 fuji03860 

久井原橋  ひさいはら 広島 fuji17463 

久下橋   くげ   埼玉 fuji35911 

久我橋   くが   京都 fuji29620 

久喜津橋  くきづ   福井 fuji14056 

久原橋   くばら   鳥取 fuji43498 

久根橋   ひさね  東京 fuji37211 

久根別橋  くねべつ  北海 fuji47018 

久崎橋   ひささき  東京 fuji45617 

久慈川橋  くじがわ  茨城 fuji24870 

久慈川橋  くじがわ  福島 fuji23697 

久慈大橋  くじおお  茨城 fuji43192 

久寿里橋  くすり   北海 fuji34403 

久寿里橋創架 くすり   北海 fuji24621 

久松橋   ひさまつ  東京 fuji03158 

久須母橋  くすも   岐阜 fuji31172 

久澄橋   きゅうちょう 愛知 fuji04181 

久世橋   くせ   京都 fuji34356 

久世大橋  くせおお  岡山 fuji51683 

久田橋   ひさだ  大分 fuji16105 

久藤橋   くどう   宮崎 fuji46251 

久徳橋   きゅうとく  滋賀 fuji44547 

久兵衛橋  きゅうべえ 宮崎 fuji01565 

久米路橋  くめじ   長野 fuji00013 

久保下橋  くぼした  神奈 fuji47465 

久保橋   くぼ   神奈 fuji23641 

久保橋   くぼ   千葉 fuji23142 

久保高架橋  くぼ   和歌 fuji49555 

久保沢橋．  くぼさわ  神奈 fuji26462 

久保田橋  くぼた   大分 fuji27133 

久保洞水路橋 くぼほら  長野 fuji11170 

久保内大橋  くぼないおお  

         北海 fuji34452 

久宝寺橋  きゅうほうじ 大阪 fuji00683 

久方橋   ひさかた  長野 fuji27259 

久芳橋   ひさよし  群馬 fuji01715 

久万川大橋  くまがわおお 

         高知 fuji50064 

久木野橋  くきの   鹿児 fuji10663 

久木野川橋  くぎのかわ 熊本 fuji17725 

久野瀬橋  くのせ   茨城 fuji39609 

久野脇橋  くのわき  静岡 fuji29510 

久里橋   くり   佐賀 fuji24410 

久留米大橋  くるめおお 福岡 fuji25858 

久良岐橋  くらき   神奈 fuji09758 

久邇宮橋  くにのみや 滋賀 fuji30429 

及位橋   のぞき  山形 fuji03835 

宮ケ原橋  みやがばる 福岡 fuji16097 

宮ケ瀬橋  みやがせ 神奈 fuji26461 

宮ケ瀬橋  みやがせ 長野 fuji11922 

宮ノ橋   みやの  滋賀 fuji39524 

宮の橋   みやの  栃木 fuji37965 

宮ノ陣橋   みやのじん 福岡 fuji17228 

宮ノ瀬橋   みやのせ 大分 fuji10657 

宮ノ前橋   みやのまえ 鹿児 fuji26500 

宮栄橋   みやえい  神奈 fuji45936 

宮園橋   みやぞの 熊本 fuji49172 

宮下橋   みやげ  鹿児 fuji43510 

宮下橋   みやした  滋賀 fuji24743 

宮下橋   みやした  神奈 fuji24934 

宮下橋   みやした  大阪 fuji31932 

宮下橋   みやした  東京 fuji20479 

宮下橋   みやした  福岡 fuji19945 

宮垣橋   みやがき  兵庫 fuji29689 

宮境橋   みやざかい 栃木 fuji21728 

宮橋    みや   福岡 fuji23932 

宮元橋   みやもと  千葉 fuji18069 

宮原橋   みやはら  広島 fuji31984 

宮原橋   みやはら  神奈 fuji47466 

宮原大橋 みやはらおお 和歌 fuji23821 

宮古橋   みやこ  岩手 fuji26764 

宮古橋   みやこ  福岡 fuji10204 

宮崎橋   みやざき  愛媛 fuji18140 

宮崎橋   みやざき  神奈 fuji40218 

宮崎大橋 みやざきおお 宮崎 fuji36944 

宮守橋   みやもり  岩手 fuji13812 

宮守川橋 みやもりがわ 岩手 fuji29523 

宮宿橋   みやじゅく 東京 fuji40515 

宮上橋   みやかみ 滋賀 fuji49318 

宮上橋   みやかみ 神奈 fuji25995 

宮城橋   みやぎ  岐阜 fuji01491 

宮城橋   みやぐすく 沖縄 fuji00702 

宮城野橋  みやぎの  宮城 fuji15645 

宮城野橋  みやぎの  神奈 fuji19217 

宮瀬橋   みやせ  大分 fuji19176 

宮川橋   みやかわ 岐阜 fuji24718 

宮川橋   みやかわ 三重 fuji21871 

宮川橋   みやかわ 神奈 fuji05495 

宮川橋   みやかわ 福岡 fuji18567 

宮前橋   みやさき  神奈 fuji20078 

宮前橋   みやまえ  京都 fuji52614 

宮前橋   みやまえ  滋賀 fuji24054 

宮前橋   みやまえ  神奈 fuji51808 

宮前橋   みやまえ  大阪 fuji45447 

宮前橋   みやまえ  東京 fuji37214 

宮前橋   みやまえ  徳島 fuji29324 

宮代橋   みやしろ  千葉 fuji27853 

宮代橋   みやだい  神奈 fuji33135 

宮大橋   みやおお  宮城 fuji28513 

宮沢橋   みやざわ  宮城 fuji03533 

宮沢橋   みやざわ  神奈 fuji18784 

宮谷橋   みやたに  山梨 fuji52350 

宮谷橋   みやたに  鳥取 fuji29296 

宮中橋   みやなか  新潟 fuji32238 

宮田橋   みやた  岡山 fuji20410 

宮田橋   みやた  鹿児 fuji11182 

宮田橋   みやだ  宮崎 fuji19889 

宮内橋   みやうち  広島 fuji18300 

宮内橋   みやうち  千葉 fuji46336 

宮之浦川橋  みやのうらがわ  

         鹿児 fuji23309 

宮之浦大橋 みやのうらおお 鹿児 fuji51724 

宮之下橋  みやの  鹿児 fuji02043 

宮之橋   みやの  東京 fuji42394 

宮之城橋  みやのじょう 鹿児 fuji10380 

宮武橋   みやたけ  香川 fuji37480 

宮北橋   みやきた  愛媛 fuji27103 

宮本橋   みやもと  東京 fuji40373 

宮野橋   みやの  兵庫 fuji29284 

宮野原橋  みやのはら 新潟 fuji07630 

宮良橋   みやら  沖縄 fuji00331 

宮路橋   みやじ  岡山 fuji28752 

弓取橋   ゆみとり  香川 fuji40294 

求女橋   くめ   長野 fuji35678 

求名橋   ぐみょう  鹿児 fuji09860 

球磨川橋  くまがわ  熊本 fuji16640 

球磨川橋  くまがわ  熊本 fuji17390 

給下橋   きゅうした 島根 fuji41111 

旧神通川橋  

   きゅうじんづがわ 富山 fuji10930 

牛の谷橋  うしのたに 石川 fuji07760 

牛越橋   うしごえ  宮城 fuji04309 

牛込橋   うしごめ  東京 fuji00265 

牛朱別橋  うししゅべつ 北海 fuji45885 

牛首大橋  うしくびおお 石川 fuji46593 

牛津川橋  うしづがわ 佐賀 fuji53138 

牛津大橋  うしづおお 佐賀 fuji34382 

牛田大橋  うしたおお 広島 fuji47145 

牛頭橋   ごとう   千葉 fuji34904 

牛尾橋   うしお   鹿児 fuji20473 

牛浜橋   うしはま  東京 fuji02623 

牛淵橋   うしぶち  愛知 fuji10410 

牛立橋   うしだて  大阪 fuji25618 

居川橋  いがわ・えがわ 大阪 fuji26087 

居村橋   いむら  東京 fuji36716 

居木橋   いるき  東京 fuji02761 
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居林橋   いばやし  愛知 fuji30189 

鋸橋    のこぎり  北海 fuji46700 

漁喜橋   りょうき  新潟 fuji40379 

漁川橋   いざりがわ 北海 fuji33696 

魚見橋   うおみ  三重 fuji42429 

魚見橋   うおみ  新潟 fuji35672 

魚見橋   うおみ  鳥取 fuji41949 

魚市橋   うおいち  長崎 fuji09586 

魚沼橋   うおぬま  新潟 fuji05367 

魚野川橋  うおのがわ 新潟 fuji16229 

魚梁瀬四号橋 やなせ  高知 fuji43124 

魚梁瀬大橋  やなせおお 高知 fuji43123 

京橋    きょう   岡山 fuji00138 

京橋    きょう   京都 fuji00143 

京橋    きょう   広島 fuji02375 

京橋    きょう   滋賀 fuji25849 

京橋    きょう   大阪 fuji00217 

京橋    きょう   島根 fuji33288 

京橋    きょう   東京 fuji00894 

京橋    きょう   和歌 fuji02178 

京口橋   きょうぐち 兵庫 fuji11106 

京成橋   けいせい  東京 fuji20925 

京町橋   きょうまち 大阪 fuji02436 

京田川橋 きょうでんかわ 山形 fuji14787 

供中橋   ぐちゅう  福岡 fuji11047 

共栄橋   きょうえい 愛媛 fuji23443 

共栄橋   きょうえい 群馬 fuji24429 

共栄橋   きょうえい 埼玉 fuji16706 

共栄橋   きょうえい 徳島 fuji22645 

共進橋   きょうしん 神奈 fuji12826 

共進橋   きょうしん 徳島 fuji34089 

協橋    かなえ  千葉 fuji03987 

境橋    さかい  岡山 fuji18905 

境橋    さかい  宮崎 fuji19181 

境橋    さかい  群馬 fuji23133 

境橋    さかい  佐賀 fuji41790 

境橋    さかい  鹿児 fuji04287 

境橋    さかい  青森 fuji07117 

境橋    さかい  千葉 fuji28608 

境橋    さかい  島根 fuji06196 

境橋    さかい  東京 fuji00353 

境橋    さかい  栃木 fuji07948 

境橋    さかい  北海 fuji25443 

境川橋   さかいがわ 宮崎 fuji14164 

境川橋   さかいがわ 宮城 fuji13818 

境川橋   さかいがわ 山梨 fuji26629 

境川橋   さかいがわ 滋賀 fuji28876 

境川橋   さかいがわ 神奈 fuji21128 

境川橋   さかいがわ 東京 fuji29576 

境川水路橋  さかいがわすいろ  

         神奈 fuji46589 

境大橋   さかいおお 秋田 fuji47055 

強首橋   こわくび  秋田 fuji48712 

彊国橋   きょうこく  岐阜 fuji04559 

恭仁大橋  くにおお  京都 fuji09152 

橋詰橋   はしづめ  熊本 fuji35160 

橋原橋   はしばら  長野 fuji01258 

橋原前橋 はしばらまえ 長野 fuji09134 

橋戸橋   はしど  千葉 fuji22273 

橋床橋   はしどこ  兵庫 fuji26090 

橋場美橋  はしばみ  茨城 fuji37319 

橋川原橋 はしかわばる 長崎 fuji18456 

橋殿    はしどの  京都 fuji01582 

橋本橋   はしもと  山口 fuji00582 

橋本橋   はしもと  東京 fuji04759 

橋本橋   はしもと  和歌 fuji23847 

狭間第六架道橋 はざま 東京 fuji49567 

狭橋    はざま  静岡 fuji33920 

狭山堀橋  さやまぼり 東京 fuji15163 

興津川橋  おきつがわ 静岡 fuji28527 

興野橋   きょうの  栃木 fuji36500 

郷橋    ごう   愛媛 fuji16274 

郷田橋   ごうだ   島根 fuji22556 

郷東橋   ごうとう  香川 fuji51326 

郷東川橋  ごうとうがわ 香川 fuji47157 

郷六橋   ごうろく  宮城 fuji00499 

鏡橋    かがみ  北海 fuji31646 

鏡川橋   かかみがわ 高知 fuji07053 

鏡地橋   かがんじ  沖縄 fuji12175 

鏡中条橋  かがみなかじょう  

         山梨 fuji28939 

響橋    ひびき  秋田 fuji25290 

響橋    ひびき  神奈 fuji30147 

暁橋    あかつき  東京 fuji17081 

暁橋    あかつき  福岡 fuji41785 

暁美橋   ぎょうみ  高知 fuji17151 

業平橋   なりひら  東京 fuji00359 

業平橋   なりひら  兵庫 fuji18833 

曲川橋   まがりかわ 長崎 fuji24565 

曲田の吊橋  まがた  秋田 fuji27471 

曲田下橋  まがたした 神奈 fuji49987 

曲田橋   まがた  神奈 fuji27869 

曲輪橋   くるわ   群馬 fuji10161 

極楽橋   ごくらく  京都 fuji16317 

極楽橋   ごくらく  新潟 fuji45325 

極楽橋   ごくらく  大阪 fuji07409 

玉井堰用水橋 たまいせき 埼玉 fuji08984 

玉江橋   たまえ  山口 fuji02186 

玉江橋   たまえ  鹿児 fuji01339 

玉江橋   たまえ  大阪 fuji05052 

玉江橋   たまえ  長崎 fuji09879 

玉江橋   たまえ  兵庫 fuji18821 

玉坂橋   たまさか  青森 fuji27599 

玉手橋   たまて  大阪 fuji19807 

玉出橋   たまで  東京 fuji04703 

玉祥寺橋  ぎょくしょうじ 熊本 fuji23050 

玉水橋   たまみず  大阪 fuji20165 

玉石橋   たまいし  和歌 fuji27051 

玉川橋   たまがわ  岡山 fuji20900 

玉川橋   たまがわ  岩手 fuji27470 

玉川橋   たまがわ  埼玉 fuji15651 

玉川橋   たまがわ  秋田 fuji03534 

玉川橋   たまがわ  神奈 fuji21385 

玉蔵橋   ぎょくぞ う 岐阜 fuji07026 

玉造橋   たまつくり 大阪 fuji03343 

玉置橋   たまき  兵庫 fuji03632 

玉津橋   たまつ  愛媛 fuji21489 

玉津橋   たまつ  大阪 fuji51465 

玉之緒橋  たまのお  神奈 fuji15297 

玉鉾橋   たまぼこ  鳥取 fuji41557 

玉名橋   たまな  熊本 fuji16035 

玉名大橋  たまなおお 熊本 fuji37660 

玉来川橋 たまらいかわ 大分 fuji18032 

桐原橋   きりはら  滋賀 fuji47894 

桐生橋   きりう   滋賀 fuji34728 

桐生橋   きりゅう  群馬 fuji16130 

桐生辻橋  きりゅうつじ 滋賀 fuji26079 

桐淵橋   きりぶち  群馬 fuji02870 

勤（五）行川橋 

    ごんぎょうがわ 栃木 fuji12799 

勤行大橋 ごんぎょうおお 茨城 fuji26257 

巾の橋   はばの  新潟 fuji49100 

錦衣橋   にしきい  神奈 fuji48525 

錦雲橋   きんうん  山口 fuji02187 

錦橋    にしき   岡山 fuji27560 

錦橋    にしき   山口 fuji15704 

錦橋    にしき   神奈 fuji53484 

錦橋    にしき   大阪 fuji22718 

錦橋    にしき   東京 fuji19129 

錦橋    にしき   北海 fuji31356 

錦江橋   きんこう  大分 fuji03117 

錦桜橋   きんおう  宮城 fuji07441 

錦桜橋   きんおう  群馬 fuji13716 

錦糸橋   きんし   東京 fuji23465 

錦城橋   きんじょう 山口 fuji46678 

錦織橋   にしこうり 岐阜 fuji33018 

錦織橋   にしこおり 滋賀 fuji09038 

錦川橋   にしきがわ 山口 fuji25762 

錦帯橋   きんたい  山口 fuji00405 

錦竜橋   きんりゅう 山口 fuji18406 

琴浦橋   ことうら  東京 fuji25533 

琴音橋   ことね   秋田 fuji03834 

琴江橋   ことえ   大阪 fuji21195 

琴緒高架橋  ことのお  兵庫 fuji28099 

琴洞橋   きんどう  福井 fuji05990 

琴平橋   ことひら  東京 fuji19334 

琴平橋   ことひら  富山 fuji15484 

筋違橋   すじちがい 愛知 fuji24787 

筋違橋   すじちがい 大阪 fuji03079 

筋向橋   すじかい  三重 fuji01348 

芹ケ谷橋  せりがや  東京 fuji35035 

近義川橋  こぎがわ  大阪 fuji07702 

近戸橋   ちかど  大分 fuji06794 

近江大橋  おうみおお 滋賀 fuji43290 

近田橋   ちかた  広島 fuji29695 

近入橋   ちかいり  兵庫 fuji23242 

金ケ崎橋  かねかさき 岩手 fuji31847 

金の橋   きんの  福岡 fuji38813 

金浦橋   かなうら  岡山 fuji39786 

金栄橋   きんえい  愛媛 fuji28027 

金屋橋   かなや  滋賀 fuji28665 

金屋橋   かなや  大阪 fuji21187 

金屋橋   かなや  和歌 fuji05294 

金華橋   きんか  岐阜 fuji44863 

金丸橋   かなまる  滋賀 fuji12299 

金久保橋  かなくぼ  静岡 fuji29917 

金慶橋   きんけい  兵庫 fuji40923 

金光橋   きんこう  岡山 fuji22391 

金剛橋   こんごう  茨城 fuji15115 

金剛橋   こんごう  三重 fuji02903 

金剛大橋 こんごうおお 大阪 fuji36292 

金剛沢橋  こんごうさわ 宮城 fuji42533 

金山橋   かなやま  岐阜 fuji19921 

金山橋   かなやま  新潟 fuji49090 

金山橋   かなやま  福岡 fuji37674 

金山橋   かねやま  山形 fuji35506 

金山橋   きんざん  鹿児 fuji02212 

金山湖橋  かなやまこ 北海 fuji48156 

金山大橋 かねやまおお 山形 fuji03538 

金勝川橋  こんぜがわ 滋賀 fuji43289 

金城橋   かなぐすく 沖縄 fuji00417 

金城橋   きんじょう 愛知 fuji50985 

金杉橋   かなすぎ  東京 fuji00412 

金星橋   きんせい  北海 fuji21582 

金生橋   かねおい  愛媛 fuji08898 

金精峠三号橋 こんせいとうげ  

         栃木 fuji46689 

金石橋   かないし  大阪 fuji22357 

金川大橋 かなかわおお 岡山 fuji01885 

金洗沢橋 かねあらいさわ 宮城 fuji02525 

金蔵寺橋  こんぞうじ 香川 fuji38037 

金沢橋   かなざわ  愛知 fuji40751 

金沢橋   かなざわ  神奈 fuji26933 

金沢橋   かなざわ  東京 fuji39922 

金沢橋   かねさわ  茨城 fuji20312 

金谷橋   かなや  岡山 fuji27990 

金津大橋  かなづ  福井 fuji32154 

金堤橋   きんてい  大分 fuji01599 

金田橋   かねだ  神奈 fuji48912 

金内橋   かなうち  熊本 fuji01290 

金比羅橋  こんぴら  徳島 fuji19603 

金毘羅橋  こんぴら  群馬 fuji50884 

金浜眼鏡橋  かなはまめがね  

         長崎 fuji01268 

金瓶橋   かなかめ  山形 fuji33482 

金峰橋   きんぽう  長野 fuji15284 
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金木橋   かなぎ  青森 fuji03212 

金目橋   かなめ  神奈 fuji18077 

金欄橋   きんらん  兵庫 fuji13579 

金竜橋   きんりゅう 長崎 fuji08233 

銀の橋   ぎんの  福岡 fuji38814 

銀杏橋   いちょう  秋田 fuji33646 

銀杏橋   ぎんなん  大阪 fuji25269 

銀閣寺橋  ぎんかくじ 京都 fuji16085 

銀橋    しろがね  青森 fuji01444 

銀行橋   ぎんこう  岩手 fuji02682 

銀座橋   ぎんざ  熊本 fuji33276 

 

ク 
九十九橋  つくも   広島 fuji32031 

九十九橋  つくも   山形 fuji03135 

九十九橋  つくも   千葉 fuji22270 

九十九橋  つくも   福井 fuji00100 

九十九折橋  くじゅうくおれ  

         兵庫 fuji28689 

九条橋   くじょう  京都 fuji38022 

九条跨線橋  くじょう  京都 fuji24640 

九度山橋  くどやま  和歌 fuji10119 

九頭竜川橋  くずりゅうがわ  

         福井 fuji07470 

九頭龍橋  くずりゅう  福井 fuji03039 

九道橋   くどう   東京 fuji00477 

九日田橋  くにちでん 鹿児 fuji22445 

九年橋   くねん   岩手 fuji02476 

九之助橋  くのすけ  大阪 fuji03340 

九反田橋  くたんだ  高知 fuji45203 

区画整理橋  くかくせいり 北海 fuji53250 

駒形橋   こまがた  群馬 fuji21597 

駒形橋   こまがた  東京 fuji19104 

駒千代橋  こまちよ  神奈 fuji33071 

駒川橋   こまがわ  大阪 fuji50280 

駒返橋   こまがえし 熊本 fuji01598 

空知橋   そらち   北海 fuji33690 

空知川橋  そらちがわ 北海 fuji07972 

空知大橋  そらちおお 北海 fuji10447 

隅田川駅構内運河橋  

 すみだがわえきこうない東京 fuji20737 

隅田川橋  すみだがわ 東京 fuji07459 

串橋    くし   神奈 fuji25311 

櫛引橋   くしひき  青森 fuji12198 

櫛引橋   くしびき  山形 fuji42373 

櫛田橋   くしだ   三重 fuji03327 

櫛田川橋  くしだかわ 三重 fuji41084 

櫛野橋   くしの   大分 fuji10198 

櫛来橋   くしき   大分 fuji11475 

窟岩橋   ほげいわ 大分 fuji17738 

沓尾橋   くつお   福岡 fuji32985 

熊ケ根橋  くまがね  宮城 fuji34268 

熊の木橋  くまのき  東京 fuji15310 

熊見橋   くまみ   広島 fuji19647 

熊見橋   くまみ   北海 fuji39438 

熊山橋   くまやま  岡山 fuji25488 

熊倉橋   くまぐら  福岡 fuji26254 

熊走の吊橋  くまばしり 石川 fuji40787 

熊谷橋   くまたに  三重 fuji45486 

熊谷橋   くまだに  奈良 fuji30725 

熊田橋   くまた   宮崎 fuji23632 

熊田橋   くまだ   鹿児 fuji12391 

熊本橋   くまもと  北海 fuji28066 

熊野橋   くまの   京都 fuji16295 

熊野橋   くまの   群馬 fuji29941 

熊野橋   くまの   東京 fuji00310 

熊野川橋  くまのがわ 和歌 fuji29871 

熊野大橋  くまのおお 和歌 fuji26533 

隈見橋   くまみ   兵庫 fuji01202 

栗ノ木橋   くりのき  宮城 fuji40993 

栗岡橋   くりおか  北海 fuji47622 

栗駒大橋  くりこまおお 秋田 fuji44740 

栗見橋   くりみ   滋賀 fuji38075 

栗原橋   くりはら  島根 fuji35142 

栗原橋   くりはら  東京 fuji14947 

栗山橋   くりやま  千葉 fuji24904 

栗子橋   くりこ   山形 fuji48337 

栗子橋   くりご   岡山 fuji43110 

栗沼大橋  くりぬまおお 石川 fuji48093 

栗瀬橋   くりせ   熊本 fuji03694 

栗瀬川橋  あわせがわ 新潟 fuji37982 

栗栖    くりす   和歌 fuji21757 

栗生川橋  くりおがわ 鹿児 fuji31064 

栗谷橋   くりや   東京 fuji19762 

栗谷瀬橋  くりやぜ  埼玉 fuji43194 

栗之橋   くりの   神奈 fuji32569 

栗之迫橋  くりのさこ  鹿児 fuji15036 

栗木橋   くりき   神奈 fuji33891 

栗木橋   くりのき  宮城 fuji40996 

栗木橋   くりのき  大分 fuji30580 

栗木野川橋  くりきの  福岡 fuji36059 

栗林橋   くりばやし 福岡 fuji15009 

桑水流橋  くわづる  鹿児 fuji15673 

桑滝橋   くわたき  和歌 fuji19097 

桑町跨線橋  くわまち  三重 fuji16092 

桑島大橋  くわじま  石川 fuji08744 

桑畑橋   くわばた  岩手 fuji52290 

桑明橋   そうめい  長野 fuji13971 

桑野橋   くわの   滋賀 fuji10092 

君ケ代橋  きみがよ  群馬 fuji03000 

君ケ代橋  きみがよ  福井 fuji07171 

薫別橋   くんべつ  北海 fuji38872 

群馬大橋  ぐんまおお 群馬 fuji33601 

郡界橋   ぐんかい  愛知 fuji14406 

郡界橋   ぐんかい  新潟 fuji53636 

郡界橋   ぐんかい  大阪 fuji28075 

郡界橋   ぐんかい  奈良 fuji18839 

郡上谷橋  ぐじょうだに 岐阜 fuji45657 

郡代御詰所眼鏡橋 ぐんだいおつめしょ 

         熊本 fuji01215 

 

ケ 

傾城ケ谷橋  けいじょうがたに 

         福岡 fuji19165 

恵橋    めぐみ  鹿児 fuji01236 

恵橋    めぐみ  大阪 fuji35057 

恵深橋   けいしん  北海 fuji22593 

恵川橋   えがわ  広島 fuji32066 

恵比寿橋  えびす  山口 fuji18691 

恵比須橋  えびす  熊本 fuji20455 

恵比須橋  えびす  神奈 fuji24630 

慶安橋   けいあん  山口 fuji00595 

慶運橋   けいうん  神奈 fuji20077 

慶楽橋   けいらく  大阪 fuji50035 

慶林上橋 けいりんかみ 神奈 fuji34693 

敬川橋  うやまいがわ 島根 fuji15826 

景雲橋   けいうん  愛知 fuji12900 

景雲橋   けいうん  新潟 fuji46549 

景勝橋   けいしょう 京都 fuji20368 

桂橋    かつら  茨城 fuji27835 

桂橋    かつら  京都 fuji10213 

桂橋    かつら  新潟 fuji41517 

桂橋    かつら  神奈 fuji30889 

桂橋    かつら  青森 fuji20981 

桂橋    かつら  北海 fuji10719 

桂高架橋  かつら  京都 fuji20376 

桂瀬橋   かつらせ  秋田 fuji46545 

桂川橋   かつらかわ 京都 fuji05671 

桂川橋   かつらかわ 秋田 fuji15852 

桂川橋   かつらがわ 山梨 fuji40909 

桂川橋   けいせん  福岡 fuji29988 

桂大橋   かつらおお 京都 fuji44955 

桂沢橋   かつらさわ 山形 fuji32631 

渓水橋   けいすい  北海 fuji49020 

渓勢橋   けいせい  滋賀 fuji16626 

渓明大橋 けいめいおお 北海 fuji52417 

荊波橋   うばら   富山 fuji27880 

蛍橋    ほたる  東京 fuji28167 

蛍見橋   ほたるみ  山梨 fuji40095 

蛍田橋   ほたるだ  神奈 fuji28617 

軽井沢橋  かるいさわ 福岡 fuji27823 

軽井沢大橋  かるいざわおお  

         長野 fuji52309 

軽子橋   かるこ  東京 fuji02751 

鶏橋    にわとり  宮城 fuji35725 

芸北橋   げいほく  広島 fuji26425 

鯨橋    くじら   千葉 fuji25980 

鯨橋    くじら   長崎 fuji01455 

穴の川橋  あなのかわ 北海 fuji50351 

穴山橋   あなやま  山梨 fuji35761 

穴吹橋   あなぶき  徳島 fuji19898 

穴吹川橋 あなぶきがわ 徳島 fuji13419 

穴切橋   あなぎり  群馬 fuji25462 

穴川橋   あながわ  鹿児 fuji01748 

穴辺橋   あなべ  埼玉 fuji27846 

結和橋   ゆいわ  兵庫 fuji31173 

月ケ瀬橋  つきがせ  奈良 fuji06823 

月ケ谷橋  つきがたに 徳島 fuji21760 

月の瀬橋  つきのせ  高知 fuji51697 

月の湯橋  つきのゆ  福岡 fuji35425 

月潟橋   つきがた  新潟 fuji52889 

月寒橋   つきさっぷ 北海 fuji52719 

月形橋   つきがた  北海 fuji35976 

月形大橋 つきがたおお 北海 fuji35175 

月見橋   つきみ  岡山 fuji34317 

月見橋   つきみ  山梨 fuji21862 

月見橋   つきみ  鹿児 fuji33289 

月見橋   つきみ  新潟 fuji44317 

月見橋   つきみ  神奈 fuji01833 

月見橋   つきみ  青森 fuji50932 

月見橋   つきみ  島根 fuji22641 

月見橋   つきみ  東京 fuji37217 

月正橋   げっしょう 大阪 fuji20161 

月清橋   つききよ  北海 fuji21669 

月待橋   つきまち  新潟 fuji51968 

月島橋   つきじま  東京 fuji09751 

月読橋   つきよみ  京都 fuji31560 

月夜野橋  つきょの  群馬 fuji08287 

兼山橋   かねやま  岐阜 fuji06249 

兼城橋   かねくすく 沖縄 fuji31477 

剣吉橋   けんよし  青森 fuji28242 

剣橋    つるぎ  大阪 fuji18896 

堅川橋   たてかわ  埼玉 fuji15529 

堅川橋   たてかわ  東京 fuji03293 

堅苔沢二号橋 かたのりさわ  

         山形 fuji47259 

堅磐橋   かきわ  岡山 fuji08047 

堅磐橋   かきわ  山形 fuji02877 

懸橋    かけはし  長野 fuji00292 

権現橋   ごんげん  東京 fuji22458 

権堀橋   ごんぼり  宮崎 fuji53409 

犬の馬場橋  いぬのばば 香川 fuji33630 

犬寄大橋 いぬよせおお 愛媛 fuji52402 

犬山橋   いぬやま  愛知 fuji17785 

犬飼橋   いぬかい  大分 fuji16149 

犬上橋   いぬかみ 滋賀 fuji26072 

犬上川橋 いぬかみがわ 滋賀 fuji27927 

犬斉橋   けんさい  大阪 fuji18650 

犬返橋   いぬかえり 大分 fuji29547 

絹延橋   きぬのべ  大阪 fuji16477 

絹掛川橋 きぬかけがわ 福井 fuji04477 

県橋    あがた  熊本 fuji01246 

見坂橋   みさか  新潟 fuji41515 

見沼代用水橋  みぬまだいようすい  

         埼玉 fuji15686 

見晴橋   みはらし  大分 fuji48065 
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見晴橋   みはる  神奈 fuji41064 

見当橋   けんとう  東京 fuji02752 

見返橋   みかえり  愛媛 fuji23272 

見返橋   みかえり  岩手 fuji09701 

見返橋   みかえり  長崎 fuji36915 

見返橋   みかえり  北海 fuji35656 

賢島大橋 かしこじまおお 三重 fuji52318 

元安橋   もとやす  広島 fuji02185 

元安川橋 もとやすがわ 広島 fuji06559 

元加賀橋  もとかが  東京 fuji21696 

元橋    もと   愛媛 fuji21490 

元橋    もと   長野 fuji03899 

元荒川橋 もとあらかわ 埼玉 fuji08322 

元西国橋  もとさいごく 大阪 fuji23057 

元石川橋 もといしかわ 神奈 fuji52473 

元町橋   もとまち  神奈 fuji24933 

元舞橋   もとまい  神奈 fuji35351 

元平沼橋 もとひらぬま 神奈 fuji29889 

元木橋    もとき  東京 fuji03699 

元野太鼓橋  もとんの  宮崎 fuji16120 

元柳橋   もとやなぎ 東京 fuji05231 

元禄橋   げんろく  兵庫 fuji22780 

原ケ市橋  はらがいち 岡山 fuji27985 

原ノ橋   はらの  栃木 fuji26870 

原井橋   はらい  大分 fuji18202 

原橋    はら   鹿児 fuji18470 

原橋    はら   神奈 fuji53482 

原橋    はら   栃木 fuji53015 

原口水路橋  はらぐち  大分 fuji17745 

原高野橋  はらごや  福岡 fuji38997 

原尻橋   はらじり  大分 fuji16578 

原谷橋   はらのや  静岡 fuji23190 

原田橋   はらだ  静岡 fuji13730 

原田橋   はらだ  兵庫 fuji27522 

原田高架橋  はらだ  兵庫 fuji27173 

原馬室冠水橋 はらまむろ 埼玉 fuji49253 

原野橋   はらの  埼玉 fuji26893 

原野谷川橋  はらのやがわ  

         静岡 fuji05667 

厳島神社反橋 そり   広島 fuji00094 

弦橋    つる   岡山 fuji14370 

源助橋架道橋 げんすけばし  

         東京 fuji30398 

源森橋   げんもり  東京 fuji00360 

源斉橋   げんさい  岐阜 fuji52313 

源太橋   げんた  鳥取 fuji01882 

源太夫橋  げんだゆう 静岡 fuji38161 

源長寺橋  げんちょうじ 山形 fuji42534 

源田川橋  げんだがわ 千葉 fuji07693 

源八橋   げんぱち  大阪 fuji27573 

源兵衛橋  げんべえ  愛知 fuji17443 

玄海田橋  げんかいだ 神奈 fuji50399 

玄光橋   げんこう  香川 fuji28228 

玄孝橋   げんこう  香川 fuji35608 

玄倉大橋  くろくらおお 神奈 fuji47403 

言問橋   こととい  東京 fuji19955 

 

コ 
古井手橋  ふるいで  鹿児 fuji19638 

古河橋   ふるかわ  栃木 fuji05983 

古花水橋 ふるはなみず 神奈 fuji46347 

古賀橋   こが   福岡 fuji14732 

古館橋   ふるだて  栃木 fuji49079 

古宮橋   ふるみや  静岡 fuji00967 

古宮橋   ふるみや  大阪 fuji25746 

古戸橋    ふっと  群馬 fuji04962 

古口大橋  ふるくちおお 山形 fuji49500 

古江橋   ふるえ  大阪 fuji17220 

古港川橋  ふるみなと 宮崎 fuji15560 

古座橋   こざ   和歌 fuji13170 

古座川橋  こざがわ  和歌 fuji27699 

古座大橋  こざおお  和歌 fuji52320 

古山橋   ふるやま  長崎 fuji17179 

古市橋   ふるいち  鹿児 fuji38930 

古市橋   ふるいち  大阪 fuji28416 

古志橋   こし   島根 fuji04602 

古城橋   ふるしろ  秋田 fuji48716 

古石場橋  ふるいしば 東京 fuji20933 

古川橋   ふるかわ  愛知 fuji29813 

古川橋   ふるかわ  愛媛 fuji38041 

古川橋   ふるかわ  岩手 fuji25885 

古川橋   ふるかわ  京都 fuji25741 

古川橋   ふるかわ  山形 fuji23113 

古川橋   ふるかわ  滋賀 fuji14961 

古川橋   ふるかわ  大阪 fuji15814 

古川橋   ふるかわ  東京 fuji03286 

古川渡橋  ふるかわど 山梨 fuji52557 

古沢川橋  こさわがわ 和歌 fuji20193 

古町橋   ふるまち  熊本 fuji19172 

古町橋   ふるまち  神奈 fuji50393 

古町橋   ふるまち  長崎 fuji00514 

古堤橋   ふるづつみ 大阪 fuji27673 

古渡橋   ふっと   茨城 fuji10534 

古渡橋   ふるわたり 愛知 fuji00223 

古渡橋   ふるわたり 佐賀 fuji32727 

古渡橋   ふるわたり 鹿児 fuji29864 

古道川橋 ふるみちかわ 福岡 fuji27822 

古平橋   ふるびら  北海 fuji37920 

古牧橋   こまき   長野 fuji02608 

古野橋   この   長崎 fuji28381 

古用瀬橋 ふるもちがせ 鳥取 fuji28726 

古利根橋  ふるとね  埼玉 fuji37016 

古和不老橋  こわふろう 三重 fuji50744 

古潭橋   こたん  北海 fuji32524 

古谿荘庭園陸橋 こけいそうていえん 

         静岡 fuji11172 

姑射橋   こや   長野 fuji02635 

己斐橋   こい   広島 fuji03353 

戸ノ上橋   とのうえ  大分 fuji11527 

戸ノ裏橋   とのうら  新潟 fuji52887 

戸下橋   とした   熊本 fuji08267 

戸河内橋  とごうち  広島 fuji18405 

戸花橋   とはな  宮城 fuji23104 

戸口橋   とくち   静岡 fuji17678 

戸坂橋   とさか   熊本 fuji29542 

戸崎橋   とざき   宮崎 fuji41966 

戸崎橋   とざき   鹿児 fuji28062 

戸鹿野橋  とがの  群馬 fuji00381 

戸草橋   とくさ   福岡 fuji35508 

戸沢橋   とざわ  神奈 fuji33888 

戸塚橋   とづか  静岡 fuji23191 

戸塚跨線橋  とつか  神奈 fuji34334 

戸田井橋  とだい  茨城 fuji27397 

戸田橋   とだ   京都 fuji20757 

戸田橋   とだ   東京 fuji02329 

戸田橋   へだ   兵庫 fuji37729 

戸田前橋  とだまえ  千葉 fuji17875 

戸田平橋  とだひら  東京 fuji15165 

戸部橋   とべ   神奈 fuji23325 

湖山橋   こやま  鳥取 fuji26113 

狐橋    きつね  福井 fuji13558 

狐禅寺橋 こぜんじちとせ 岩手 fuji10160 

胡桃橋   くるみ   岐阜 fuji41698 

胡桃橋   くるみ   福岡 fuji27829 

胡麻鶴橋  ごまづる  大分 fuji28797 

菰石川橋 こもいしがわ 山形 fuji23121 

菰田橋   こもだ   熊本 fuji39131 

虎口橋   こく   熊本 fuji01351 

虎狛橋   こはく   東京 fuji53776 

跨虹橋   ここう   広島 fuji00890 

鼓橋    つづみ  兵庫 fuji25095 

五ケ瀬橋  ごかせ  宮崎 fuji26400 

五ケ瀬川橋  ごかせかわ 宮崎 fuji16279 

五ノ瀬橋   ごのせ  滋賀 fuji11843 

五家荘橋  ごかそう  熊本 fuji32040 

五箇大橋  ごかおお  島根 fuji40273 

五廻橋   ごめぐり  千葉 fuji24906 

五岳橋   ごがく   香川 fuji08116 

五月橋   さつき   岐阜 fuji34228 

五月橋   さつき   群馬 fuji07149 

五月橋   さつき   広島 fuji11753 

五月橋   さつき   奈良 fuji19934 

五戸橋   ごのへ  青森 fuji06382 

五十川橋  いらかわ  山形 fuji16694 

五十嵐橋  いがらし  新潟 fuji12591 

五十鈴川橋  いすず  宮崎 fuji16276 

五松橋   ごしょう  福井 fuji18388 

五松林橋  ごしょうりん 岩手 fuji35244 

五城目橋  ごじょうめ 秋田 fuji11378 

五条橋   ごじょう  愛知 fuji00186 

五条橋   ごじょう  京都 fuji03068 

五条橋   ごじょう  香川 fuji47155 

五条大橋  ごじょうおお 京都 fuji09573 

五条大橋  ごじょうおお 北海 fuji46775 

五色橋   ごしき   東京 fuji30926 

五台山橋  ごたいさん 高知 fuji25181 

五丁橋   ごちょう  東京 fuji45921 

五之橋   ごの   新潟 fuji49086 

五之橋   ごの   東京 fuji19957 

五反田橋  ごたんだ  新潟 fuji14042 

五反田川橋  ごたんだがわ  

         鹿児 fuji13444 

五百川橋  いもがわ  山形 fuji04959 

五百川橋 ごひゃくかわ 福島 fuji38889 

五便橋   ごべん  新潟 fuji49089 

五味島大橋  ごみじまおお 

         石川 fuji00775 

五料橋   ごりょう  群馬 fuji33586 

五料橋   ごりょう  群馬 fuji06571 

五林平橋  ごりんだい 青森 fuji03713 

五郎太橋  ごろうた  新潟 fuji46169 

五郎大橋  ごろうおお 愛媛 fuji33780 

五六橋   ごろく   新潟 fuji47677 

午の堀橋  うしのほり 埼玉 fuji26914 

午の堀川橋  うしのほりかわ  

         埼玉 fuji26910 

午王橋   ごうお   岡山 fuji28743 

午王橋   ごおう   広島 fuji07784 

午王橋   ごおう   広島 fuji10129 

呉羽橋   くれは   富山 fuji27621 

呉我橋   ごが   沖縄 fuji19749 

呉橋    くれ   大分 fuji00025 

呉川眼鏡橋  くれかわ  福岡 fuji04880 

呉服橋   くれは   大阪 fuji15240 

呉服橋   ごふく   大阪 fuji15595 

呉服橋   ごふく   東京 fuji00335 

呉服橋   ごふく   兵庫 fuji04189 

呉服橋橋  ごふくばし 東京 fuji32529 

吾郷大橋  あごうおお 島根 fuji34372 

吾妻橋   あがつま  群馬 fuji07150 

吾妻橋   あずま  神奈 fuji24687 

吾妻橋   あずま  東京 fuji05134 

吾妻橋   あづま  東京 fuji02544 

吾妻子   あずまこ  広島 fuji29851 

吾嬬橋   あづま  群馬 fuji40841 

吾嬬橋   あづま  山形 fuji06109 

吾平橋   あいら  鹿児 fuji49002 

後庵橋   ごあん  鹿児 fuji29998 

後楽橋   こうらく  東京 fuji19107 

後月橋   しづき   岡山 fuji06200 

後谷橋   うしろたに 滋賀 fuji45396 

後谷橋   うしろや  神奈 fuji50401 

後田橋   あとだ  鹿児 fuji19632 

後藤橋   ごとう   東京 fuji42397 

後野橋   うしろの  島根 fuji49494 

後野橋   のちの  福井 fuji30167 
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御厩橋   おんまや  岩手 fuji01649 

御影橋   みかげ  石川 fuji11400 

御園橋   みその  愛知 fuji12030 

御薗橋   みその  京都 fuji04575 

御河渡橋  ごかと  埼玉 fuji26897 

御河辺橋  みかべ  滋賀 fuji06971 

御岳橋   おんたけ  東京 fuji45622 

御岳橋   みたけ  東京 fuji14980 

御岳万年橋  みたけまんねん  

         東京 fuji00678 

御関所橋  おせきしょ 群馬 fuji26454 

御橋    み    栃木 fuji38114 

御沓橋   みくつ   大分 fuji17748 

御原橋   みはら  兵庫 fuji32062 

御幸橋   ごこう   京都 fuji21931 

御幸橋   みゆき  愛媛 fuji01592 

御幸橋   みゆき  岐阜 fuji16651 

御幸橋   みゆき  熊本 fuji09457 

御幸橋   みゆき  広島 fuji04839 

御幸橋   みゆき  香川 fuji02017 

御幸橋   みゆき  滋賀 fuji01144 

御幸橋   みゆき  秋田 fuji49946 

御幸橋   みゆき  新潟 fuji46942 

御幸橋   みゆき  青森 fuji02460 

御幸橋   みゆき  静岡 fuji17160 

御幸橋   みゆき  大阪 fuji43642 

御幸橋   みゆき  大分 fuji18158 

御幸橋   みゆき  長崎 fuji12981 

御幸橋   みゆき  奈良 fuji08215 

御幸新橋  みゆきしん 群馬 fuji02192 

御坂橋   みさか  兵庫 fuji06260 

御崎橋   みさき  兵庫 fuji16241 

御三戸橋  みみど  愛媛 fuji14410 

御手洗観光橋 みたらい  奈良 fuji50887 

御手洗橋  みたらい  熊本 fuji01382 

御楯橋   みたて  東京 fuji48514 

御所ケ谷橋  ごしょがや 神奈 fuji44479 

御所山橋  ごしょやま 神奈 fuji23324 

御所大橋  ごしょおお 徳島 fuji27726 

御城橋   みじょう  茨城 fuji29727 

御成橋   おなり   埼玉 fuji06235 

御成橋   おなり   静岡 fuji12812 

御成橋   おなり   東京 fuji37555 

御成橋   おなり   栃木 fuji00677 

御成橋   おなり   北海 fuji23377 

御成橋   おなり   北海 fuji36492 

御船橋   みふね  東京 fuji19959 

御前山橋  ごぜんやま 茨城 fuji51250 

御前山第一橋 ごぜんやま 山梨 fuji52307 

御倉橋   みくら   群馬 fuji19847 

御蔵橋   おくら   東京 fuji22933 

御蔵橋   みくら   奈良 fuji20758 

御代参橋  ごだいさん 滋賀 fuji40594 

御代田橋  みよた  福岡 fuji15986 

御池橋   みいけ  大阪 fuji00560 

御池大橋  おいけおお 京都 fuji44973 

御茶の水橋  おちゃのみず  

         東京 fuji06271 

御茶屋橋  おちゃや  岡山 fuji20281 

御着橋 ご  ちゃく   兵庫 fuji25571 

御張屋橋  おはりや  神奈 fuji20772 

御勅使橋  みだい  山梨 fuji23753 

御勅使上橋  みだいかみ 山梨 fuji46354 

御勅使川橋  みだいがわ 山梨 fuji52120 

御殿橋   ごてん  京都 fuji16316 

御殿橋   ごてん  香川 fuji33261 

御殿橋   ごてん  東京 fuji24909 

御殿場沢橋  ごてんばさわ  

         福岡 fuji19942 

御塔谷橋  おとうだに 愛媛 fuji28028 

御堂橋   みどう   岩手 fuji20292 

御堂筋架道橋 みどうすじ 大阪 fuji52445 

御徳橋   ごとく   福岡 fuji17479 

御泊橋   おとまり  大分 fuji27532 

御弊岩橋  ごへいいわ 栃木 fuji29643 

御坊川橋  ごぼがわ  香川 fuji12531 

御堀橋   みほり  東京 fuji21105 

御油橋   ごゆ   愛知 fuji19560 

御用橋   ごよう   愛知 fuji19558 

御旅屋橋  おやど  石川 fuji34702 

御料橋   ごりょう  北海 fuji40973 

御祓橋   おはらい  大阪 fuji38914 

御祓橋   おはらい  大分 fuji01150 

御祓橋   みそぎ  石川 fuji34608 

碁点橋   ごてん  山形 fuji06266 

語歌橋   ごか   埼玉 fuji38669 

護塚橋   ごつか  兵庫 fuji28703 

鯉川橋   こいかわ  東京 fuji28813 

光珠内跨線橋 こうしゅない 北海 fuji39888 

光尊寺橋  こうそんじ 熊本 fuji01038 

光滝橋   こうたき  大阪 fuji18107 

光明橋   こうみょう 神奈 fuji27867 

公平水路橋  こうへい  千葉 fuji36794 

厚賀橋   あつが  北海 fuji44998 

厚狭川大橋  あさがわ  山口 fuji19594 

厚真大橋  あずまおお 北海 fuji36835 

厚東川橋  ことうがわ 山口 fuji08704 

厚別橋   あつべつ  北海 fuji33810 

口ケ谷橋  くちがたに 和歌 fuji35103 

口屋橋   くちや  島根 fuji32444 

口屋内橋  くちやない 高知 fuji34767 

向横田橋 むかいよこた 島根 fuji43267 

向原橋   むかいはら 神奈 fuji47463 

向光石橋 むこうみついし 広島 fuji28985 

向細字納間橋 むこうほそうなま  

         宮崎 fuji15670 

向坂橋   むこうざか 神奈 fuji51804 

向山橋   むかいやま 京都 fuji38638 

向山橋   むかいやま 福岡 fuji28496 

向山橋   むこうやま 群馬 fuji06631 

向田橋   むかいだ  神奈 fuji43591 

向田橋   むこうだ  栃木 fuji47657 

向田川橋 むかいだがわ 静岡 fuji50956 

向島橋   ごうそう  群馬 fuji04443 

向島大橋 むかいしまおお 広島 fuji50918 

向日町架道橋 むこうまち 京都 fuji44876 

向別橋   むこうべつ 北海 fuji43367 

向野跨線橋  こうや   愛知 fuji21870 

好間橋   よしま   福岡 fuji40898 

好間川橋  よしまかわ 福岡 fuji13837 

孝慈橋   こうじ   東京 fuji21096 

工兵橋   こうへい  広島 fuji05611 

幸運橋   こううん  青森 fuji04939 

幸久橋   さきく   茨城 fuji03470 

幸橋    さ いわい 群馬 fuji28591 

幸橋    さいわい  香川 fuji21485 

幸橋    さいわい  山形 fuji03136 

幸橋    さいわい  秋田 fuji41634 

幸橋    さいわい  大阪 fuji00531 

幸橋    さいわい  長崎 fuji00390 

幸橋    さいわい  福井 fuji00746 

幸橋    みゆき  鹿児 fuji25588 

幸手橋   さって   埼玉 fuji39010 

幸西橋   こうさい  大阪 fuji15113 

幸田橋   さちだ   山形 fuji24856 

幸野川橋  こうのかわ 熊本 fuji34307 

幸来橋   こうらい  山形 fuji04955 

幸来橋   こうらい  栃木 fuji02092 

広久内橋  ひろくない 秋田 fuji42698 

広教橋   こうきょう  大阪 fuji17953 

広見橋   ひろみ  群馬 fuji32189 

広瀬橋   いわさき  香川 fuji08601 

広瀬橋   ひろせ  宮崎 fuji53407 

広瀬橋   ひろせ  宮城 fuji06287 

広瀬橋   ひろせ  滋賀 fuji12697 

広瀬橋   ひろせ  青森 fuji40835 

広瀬橋   ひろせ  石川 fuji05979 

広瀬橋   ひろせ  大分 fuji23302 

広瀬橋   ひろせ  奈良 fuji16516 

広瀬橋   ひろせ  福岡 fuji00645 

広瀬川橋  ひろせがわ 宮崎 fuji40448 

広瀬川橋  ひろせがわ 鹿児 fuji16844 

広瀬大橋  ひろせおお 石川 fuji00980 

広石橋   ひろいし  岡山 fuji03350 

広池橋   ひろいけ  広島 fuji27074 

広田橋   ひろた  青森 fuji26554 

広田橋   ひろた  大阪 fuji50277 

広田橋   ひろた  兵庫 fuji22684 

広梅橋   ひろうめ  愛知 fuji22774 

広表橋   ひろおもて 岩手 fuji24789 

広平橋   ひろたいら 熊本 fuji34301 

広胖橋   こうはん  長野 fuji02136 

庚午橋   こうご   広島 fuji30854 

庚申橋   こうしん  鹿児 fuji27177 

庚申橋   こうしん  大阪 fuji34511 

康寿橋   こうじゅ  山形 fuji03393 

弘鶴橋   こうかく  島根 fuji12709 

恒屋橋   つねや  兵庫 fuji28482 

恒吉太鼓橋  つねよし  鹿児 fuji00897 

恒久橋   こうきゅう  福岡 fuji27778 

恒明橋   こうめい  栃木 fuji17667 

更生橋   こうせい  鹿児 fuji29552 

杭甲橋   きこう   福岡 fuji03844 

杭全橋   くまた   大阪 fuji29273 

杭全川橋  くまた   大阪 fuji50031 

江（郷）川橋  ごうのがわ 島根 fuji15350 

江ケ崎跨線橋 えがさき  神奈 fuji20866 

江の浦橋  えのうら  三重 fuji30123 

江ノ口橋   えのくち  鹿児 fuji01338 

江ノ子島橋  えのこじま 大阪 fuji12907 

江迎川橋 えむかえがわ 佐賀 fuji29590 

江戸橋   えど   大阪 fuji18649 

江戸橋   えど   東京 fuji00246 

江戸川橋  えどがわ  埼玉 fuji36094 

江戸川橋  えどがわ  千葉 fuji07457 

江戸川橋  えどがわ  東京 fuji02318 

江口橋   えぐち   大阪 fuji17952 

江合橋   えあい  宮城 fuji23694 

江合口橋  えごのくち 鹿児 fuji30631 

江合川橋  えあいかわ 宮城 fuji06002 

江持橋   えもち   福岡 fuji11046 

江上Ａ遺跡の橋 えがみ A   

         富山 fuji00001 

江川橋   えがわ  大阪 fuji38600 

江川橋   ごうがわ  島根 fuji32064 

江地橋   えっち   山形 fuji36379 

江中湖橋  えなかこ  群馬 fuji00862 

江津橋   ごぅつ   石川 fuji27473 

江津橋   ごうつ   島根 fuji22555 

江島橋   えじま   愛知 fuji25630 

江島橋   えじま   大阪 fuji02364 

江東橋   こうとう  東京 fuji08165 

江道橋   えどう   岡山 fuji06060 

江繁橋   えつなぎ  岩手 fuji27796 

江部乙橋  えべおつ  北海 fuji36183 

江別川橋  えべつがわ 北海 fuji04000 

江別大橋  えべつおお 北海 fuji26552 

江北橋   こうほく  東京 fuji17085 

江与味橋  えよみ  岡山 fuji18517 

江竜橋   こうりゅう  北海 fuji46665 

港栄橋   こうえい  東京 fuji39917 

港橋    みなと  愛媛 fuji15850 

港橋    みなと  山形 fuji48728 

港橋    みなと  滋賀 fuji22339 

港橋    みなと  静岡 fuji03319 

港橋    みなと  大分 fuji29348 
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港橋    みなと  北海 fuji47586 

港橋補修  みなと  神奈 fuji19910 

港新橋   みなとしん 愛知 fuji38904 

港大橋   みなとおお 兵庫 fuji34519 

港南橋   こうなん  神奈 fuji44088 

港南大橋 こうなんおお 東京 fuji52460 

溝の口跨線橋 みぞのくち 神奈 fuji43599 

甲運橋   こううん  山梨 fuji27254 

甲橋   きのえ   大阪 fuji48556 

甲山大橋  かぶとやまおお  

         兵庫 fuji28695 

甲子橋   きのえね  福岡 fuji23931 

甲西橋   こうせい  滋賀 fuji38168 

甲川橋   きのえかわ 鳥取 fuji09577 

甲武橋   こうぶ   兵庫 fuji07704 

皇宮路橋  おうぐろ  香川 fuji30108 

皇都橋   こうと   茨城 fuji41505 

糠野目橋  ぬかのめ 山形 fuji36170 

紅内橋   くれない  山形 fuji36040 

紅楓橋   こうふう  北海 fuji29028 

紅葉橋   こうよう  岩手 fuji52278 

紅葉橋   こうよう  滋賀 fuji16515 

紅葉橋   こうよう  北海 fuji26811 

紅葉橋   もみじ   広島 fuji21885 

紅葉橋   もみじ   滋賀 fuji38789 

紅葉橋   もみじ   神奈 fuji28622 

紅葉橋   もみじ   大阪 fuji18437 

紅葉橋   もみじ   東京 fuji16879 

紅葉橋   もみじ   徳島 fuji38763 

紅葉橋   もみじ   北海 fuji26813 

綱の瀬橋  つなのせ  宮崎 fuji28380 

綱掛橋   つなかけ  新潟 fuji46158 

綱取橋   つなとり  山形 fuji04283 

綱切橋   つなきり  長野 fuji26522 

耕整橋   こうせい  大阪 fuji37035 

考認橋   こうにん  新潟 fuji33164 

肱川橋   ひじかわ  愛媛 fuji29087 

肱谷橋   ひじたに  京都 fuji39978 

荒井橋   あらい  埼玉 fuji25467 

荒磯橋   あらいそ  秋田 fuji47252 

荒海橋   あらかい  福岡 fuji39470 

荒句橋   あらく   神奈 fuji43154 

荒鍬橋   あらく   岡山 fuji27995 

荒神橋   こうじん  岡山 fuji13065 

荒神橋   こうじん  京都 fuji01631 

荒神橋   こうじん  広島 fuji12526 

荒神橋   こうじん  山口 fuji18133 

荒瀬橋   あらせ  岩手 fuji04950 

荒瀬橋   あらせ  鹿児 fuji20470 

荒瀬橋   あらせ  大分 fuji12775 

荒川橋   あらかわ  愛媛 fuji26432 

荒川橋   あらかわ  埼玉 fuji07982 

荒川橋   あらかわ  山形 fuji27541 

荒川橋   あらかわ  山梨 fuji06932 

荒川橋   あらかわ  滋賀 fuji34727 

荒川橋   あらかわ  新潟 fuji25685 

荒川橋   あらかわ  神奈 fuji31374 

荒川橋   あらかわ  石川 fuji29227 

荒川橋   あらかわ  東京 fuji19901 

荒川橋   あらかわ  栃木 fuji05160 

荒川大橋 あらかわおお 埼玉 fuji17772 

荒川中川橋  あらかわなかがわ  

         東京 fuji52368 

荒川東高架橋 あらかわひがし  

         東京 fuji53292 

荒川内橋 あらかわうち 鹿児 fuji19893 

荒川放水路橋 あらかわほうすいろ  

         東京 fuji16611 

荒沢橋   あらさわ  栃木 fuji11505 

荒谷橋   あらたに  山形 fuji17421 

荒砥橋   あらと   山形 fuji11043 

荒布橋   あらめ  東京 fuji02406 

荒木橋   あらき   神奈 fuji36391 

荒雄川橋  あらおがわ 宮城 fuji13326 

行幸橋   ぎょうこう  奈良 fuji02673 

行幸橋   みゆき  香川 fuji41964 

行幸橋   みゆき  埼玉 fuji35266 

行幸橋   みゆき  長崎 fuji06212 

行幸橋   みゆき  北海 fuji27583 

行合橋   ゆきあい  福岡 fuji53014 

行川橋   なめかわ  高知 fuji24187 

行沢橋   いくさわ  山形 fuji24519 

降来橋   こうらい  鹿児 fuji06598 

香我美橋  かがみ  高知 fuji11983 

香橋    におい  滋賀 fuji51824 

香取橋   かとり   東京 fuji16458 

香西新橋  こうざいしん 香川 fuji33262 

香島橋   こうしま  兵庫 fuji21448 

香東川橋  ごうとうがわ 香川 fuji25171 

香美橋   かがみ  徳島 fuji33251 

香北橋   かほく   高知 fuji39703 

香嵐橋   こうらん  愛知 fuji52285 

香蘭橋   こうらん  大阪 fuji41093 

香流橋   かなれ  愛知 fuji00889 

香麗橋   こうれい  高知 fuji43023 

高井橋   たかい  茨城 fuji49074 

高井橋   たかい  長野 fuji37647 

高井川橋  たかいがわ 熊本 fuji03693 

高引谷橋 たかひきだに 滋賀 fuji41738 

高岡大橋 たかおかおお 富山 fuji29034 

高屋橋   たかや  福井 fuji24436 

高屋川橋  たかやがわ 岐阜 fuji34441 

高屋川橋  たかやがわ 福岡 fuji17227 

高家橋   こうげ   岩手 fuji29165 

高家川橋  こうげがわ 岩手 fuji21975 

高角橋   たかつの  島根 fuji06746 

高鎌橋   こうけん  神奈 fuji48914 

高観寺橋  こうかんじ 長崎 fuji20812 

高館橋   たかだち  岩手 fuji21906 

高岩橋   たかいわ  高知 fuji20260 

高岩橋   たかいわ  滋賀 fuji07270 

高宮橋   たかみや 滋賀 fuji00827 

高橋    たか   愛知 fuji10089 

高橋    たか   茨城 fuji35130 

高橋    たか   群馬 fuji53477 

高橋    たか   香川 fuji52204 

高橋    たか   高知 fuji18143 

高橋    たか   佐賀 fuji26177 

高橋    たか   三重 fuji40863 

高橋    たか   山形 fuji03842 

高橋    たか   滋賀 fuji06973 

高橋    たか   神奈 fuji34489 

高橋    たか   大阪 fuji26086 

高橋    たか   東京 fuji00646 

高橋    たか   兵庫 fuji27955 

高橋橋   たかはし  栃木 fuji39610 

高隈橋   たかくま  鹿児 fuji08243 

高月橋   たかつき  山梨 fuji22669 

高見橋   たかみ  鹿児 fuji14387 

高原橋  こうらたかはら 熊本 fuji09214 

高原橋   たから  岐阜 fuji27516 

高原川橋 たかはらがわ 岐阜 fuji48105 

高江橋   たかえ  熊本 fuji50319 

高根橋   たかね  山口 fuji29539 

高砂橋   たかさご  宮城 fuji00281 

高砂橋   たかさご  大阪 fuji41282 

高砂橋   たかさご  北海 fuji36917 

高坂橋   たかさか  埼玉 fuji15575 

高山橋   こうやま  鹿児 fuji37831 

高山橋   たかやま  京都 fuji50886 

高山橋   たかやま  滋賀 fuji50746 

高取橋   たかとり  鹿児 fuji23884 

高松橋   たかまつ  京都 fuji16318 

高城橋   たかじょう 宮崎 fuji14386 

高須音波橋  たかすおとは  

         大分 fuji12381 

高瀬めがね橋 たかせ  熊本 fuji01311 

高瀬橋   たかせ  熊本 fuji02021 

高瀬橋   たかせ  山形 fuji27498 

高瀬橋   たかせ  静岡 fuji36777 

高瀬橋   たかせ  大阪 fuji36274 

高瀬橋   たかせ  長野 fuji04553 

高瀬橋   たかせ  和歌 fuji38939 

高瀬川橋  たかせがわ 熊本 fuji06283 

高瀬川橋  たかせがわ 香川 fuji38214 

高瀬川橋  たかせがわ 山形 fuji29177 

高瀬川橋  たかせがわ 長野 fuji14153 

高瀬大橋  たかせおお 熊本 fuji16297 

高清水橋  たかしみず 福岡 fuji07084 

高石大橋  たかいし  大阪 fuji48119 

高千穂橋  たかちほ  三重 fuji46653 

高千穂大橋  たかちほおお  

         宮崎 fuji35145 

高倉橋   たかくら  京都 fuji03069 

高台橋   たかきや  大阪 fuji18713 

高台橋   たかだい  山形 fuji13334 

高大地橋  たかおおち 広島 fuji52182 

高谷橋   たかや  東京 fuji46337 

高知橋   こうち   高知 fuji18026 

高津橋   たかつ  大阪 fuji12540 

高津原橋  たかつはら 大阪 fuji11442 

高津戸橋  たかつと  群馬 fuji11916 

高津川橋  たかつがわ 島根 fuji17964 

高津大橋  たかつおお 島根 fuji49617 

高田橋   たかた  鹿児 fuji24213 

高田橋   たかだ  宮崎 fuji52031 

高田橋   たかだ  京都 fuji17319 

高田橋   たかだ  神奈 fuji17620 

高田橋   たかだ  福井 fuji28853 

高田橋   たかだ  福岡 fuji13800 

高田砂川橋  たかだすながわ  

         滋賀 fuji40261 

高田川橋  たかだがわ 福井 fuji28854 

高島橋   たかしま  神奈 fuji21132 

高嶋橋   たかしま  和歌 fuji46735 

高鍋大橋 たかなべおお 宮崎 fuji47009 

高萩陸橋  たかはぎ  茨城 fuji39913 

高尾橋   たかお  京都 fuji19144 

高尾野川橋  たかおの  鹿児 fuji16838 

高浜橋   たかはま  大阪 fuji02358 

高浜橋   たかはま  東京 fuji20682 

高部橋   たかぶ  茨城 fuji44296 

高名橋   たかな  神奈 fuji38415 

高茂橋   こうも   広島 fuji26423 

高木橋   たかぎ  宮崎 fuji47395 

高木橋   たかぎ  兵庫 fuji24809 

高野可動橋  たかの  京都 fuji30879 

高野橋   こうや   山形 fuji30569 

高野橋   こうや   大分 fuji15015 

高野橋   たかの  京都 fuji23644 

高野小橋  こうやこ  大阪 fuji34443 

高野大橋  こうやおお 大阪 fuji34420 

高梁川橋 たかはしがわ 岡山 fuji15832 

高良橋   たから  鹿児 fuji36967 

高麗橋   こうらい  鹿児 fuji01294 

高麗橋   こうらい  大阪 fuji00170 

高麗橋   こうらい  長崎 fuji00303 

高麗橋   こうらい  福岡 fuji25920 

高麗橋   こうれい  高知 fuji27481 

高麗橋   こま   群馬 fuji45497 

高麗橋   こま   埼玉 fuji08952 

高麗川橋  こまがわ  埼玉 fuji24674 

高麗川大橋  こまがわおお  

         埼玉 fuji13639 

鴻ノ巣橋   こうのす  福岡 fuji23445 

鴻沼橋   こうぬま  埼玉 fuji52837 
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合の本橋  ごうのもと 山口 fuji32975 

合引橋   あいびき  東京 fuji01963 

合羽橋   かっぱ  東京 fuji18768 

合志川橋  ごうしかわ 熊本 fuji08608 

合瀬橋   おうせ  佐賀 fuji47973 

合津橋   あいづ  熊本 fuji49001 

豪渓橋   ごうけい  岡山 fuji23255 

豪溪泰橋 ごうけいはた 岡山 fuji36141 

轟橋    とどろ   熊本 fuji01536 

轟橋    とどろ   大分 fuji25584 

轟橋    とどろき  岩手 fuji51609 

轟橋    とどろき  広島 fuji13231 

轟橋    とどろき  香川 fuji39282 

轟橋    とどろき  鹿児 fuji01538 

轟橋    とどろき  静岡 fuji01407 

轟木橋   とどろき  宮崎 fuji30587 

轟木橋   とどろき  大分 fuji20815 

国安橋   くにやす  静岡 fuji02670 

国界橋   こっかい  愛知 fuji28069 

国界橋   こっかい  山梨 fuji21143 

国界橋   こっかい  新潟 fuji28334 

国吉橋   くによし  岡山 fuji20409 

国香高架橋  くにか   兵庫 fuji28093 

国際ゴルフ橋  こくさいごるふ  

         神奈 fuji43592 

国場橋   こくば   沖縄 fuji33711 

国条橋   こくじょう  富山 fuji08175 

国仲橋   くになか  沖縄 fuji13609 

国津橋   くにつ   大阪 fuji00534 

国東橋   こくとう  富山 fuji10334 

国府橋   こくふ   佐賀 fuji24201 

国府橋   こくふ   鳥取 fuji46215 

国縫川橋 くにぬいがわ 北海 fuji20976 

国豊橋   くにとよ  大阪 fuji03071 

国友橋   くにとも  滋賀 fuji07193 

国領橋   こくりょう  愛媛 fuji36938 

鵠橋    くぐい   徳島 fuji29983 

鵠沼橋   くげぬま  神奈 fuji23992 

黒岩跨線橋  くろいわ  北海 fuji47015 

黒亀橋   くろかめ  東京 fuji08820 

黒橋    くろ   滋賀 fuji27928 

黒橋    くろ   北海 fuji40693 

黒金橋   くろがね  新潟 fuji43828 

黒金橋   くろがね  大阪 fuji26571 

黒瀬橋   くろせ   静岡 fuji03616 

黒川橋   くろかわ  熊本 fuji14823 

黒川橋   くろかわ  滋賀 fuji26071 

黒川橋   くろかわ  栃木 fuji05159 

黒船橋   くろふね  東京 fuji02117 

黒代橋   くろたい  愛媛 fuji36032 

黒滝橋   くろたき  奈良 fuji22372 

黒沢橋   くろさわ  岩手 fuji33836 

黒沢橋   くろさわ  福岡 fuji17002 

黒沢川橋  くろさわがわ 秋田 fuji15756 

黒谷橋   くろたに  愛知 fuji52315 

黒谷橋   くろたに  石川 fuji26465 

黒鳥橋   くろとり  鹿児 fuji26189 

黒鳥橋   くろどり  岡山 fuji21467 

黒津橋   くろづ   滋賀 fuji09783 

黒鉄橋   くろがね  栃木 fuji39735 

黒部川橋  くろべがわ 富山 fuji44781 

黒淵橋   くろぶち  香川 fuji27094 

黒門橋   くろもん  大阪 fuji00603 

黒儘橋   くろまま  神奈 fuji08828 

腰越橋   こしごえ  長野 fuji29535 

込之上橋  こみのうえ 奈良 fuji15640 

此の間橋  このま  神奈 fuji31022 

此華橋   このはな  千葉 fuji25981 

今井橋   いまい  岡山 fuji28289 

今井橋   いまい  新潟 fuji53308 

今井橋   いまい  神奈 fuji42243 

今井橋   いまい  大分 fuji16583 

今井橋   いまい  東京 fuji12675 

今屋敷橋  いまやしき 熊本 fuji01317 

今宮町架道橋 いまみやちょう  

         大阪 fuji29422 

今橋    いま   岡山 fuji01274 

今橋    いま   香川 fuji25169 

今橋    いま   大阪 fuji00596 

今橋    いま   福井 fuji00261 

今金橋   いまかね  北海 fuji40902 

今窪橋   なるくぼ  愛媛 fuji16066 

今古賀第二橋 いまこが  福岡 fuji50066 

今戸橋   いまど  東京 fuji18414 

今在家橋  いまざいけ 鳥取 fuji13063 

今市橋   いまいち  宮城 fuji03828 

今宿橋   いまじゅく 神奈 fuji23731 

今宿水管橋  いまじゅく 神奈 fuji22963 

今出川橋  いまでがわ 佐賀 fuji03653 

今西橋   いまにし  鹿児 fuji21659 

今切川橋 いまぎれがわ 徳島 fuji26676 

今川橋   いまかわ  大阪 fuji29272 

今川橋   いまがわ  東京 fuji00479 

今川橋   いまがわ  福岡 fuji07255 

今泉橋   いまいずみ 秋田 fuji43146 

今泉橋   いまいずみ 栃木 fuji37202 

今泉橋   いまいずみ 福岡 fuji38111 

今荘橋   いまじょう 滋賀 fuji07192 

今村の石橋  いまむら  熊本 fuji01762 

今村橋   いまむら  滋賀 fuji42431 

今村跨線橋  いまむら  熊本 fuji53401 

今太橋   きんたい  新潟 fuji03597 

今池橋   いまいけ  大阪 fuji21286 

今朝平橋  けさだいら 愛知 fuji32465 

今津屋橋  いまづや  岡山 fuji00834 

今津橋   いまづ  滋賀 fuji23781 

今津橋   いまづ  大阪 fuji39807 

今津橋   いまづ  福岡 fuji30293 

今度渡橋 こんどわたり 秋田 fuji05479 

今馬橋   こんま  愛知 fuji17442 

今尾橋   いまお  岐阜 fuji28992 

今浜橋   いまはま  滋賀 fuji26068 

今福大橋 いまふくおお 大阪 fuji27576 

今福中橋 いまふくなか 大阪 fuji27575 

今平橋   いまでら  宮崎 fuji36755 

今別府橋  いまべっぷ 鹿児 fuji16125 

今保橋   いまぼ  岡山 fuji35941 

今里大橋 いまざとおお 大阪 fuji37033 

今里中川橋  いまざとなかがわ  

         大阪 fuji40124 

昆沙門橋  びしゃもん 兵庫 fuji28694 

昆布川橋  こんぶがわ 北海 fuji09891 

根井橋   ねい   青森 fuji27793 

根岸橋   ねぎし  神奈 fuji18626 

根金小橋  ねがねこ  埼玉 fuji25969 

根元橋   ねもと   群馬 fuji12668 

根古屋橋  ねこや  静岡 fuji52361 

根古名川橋  ねこながわ 千葉 fuji26752 

根固屋橋  ねごや  茨城 fuji50537 

根小屋橋  ねごや  新潟 fuji32020 

根小屋川橋 ねこやがわ  福岡 fuji23698 

根津橋   ねづ   山梨 fuji16727 

根尾川橋  ねおがわ 岐阜 fuji36109 

根方橋   ねがた  東京 fuji33195 

根本橋   ねもと  千葉 fuji17876 

紺屋橋   こんや  東京 fuji01959 

 

サ 
佐阿天橋  さあてん  沖縄 fuji01066 

佐井川橋  さいがわ  福岡 fuji15500 

佐下部橋  さげぶ  栃木 fuji39476 

佐賀恵橋  さがえ  山形 fuji27394 

佐開橋   さびらき  福井 fuji07954 

佐久間橋  さくま   東京 fuji21066 

佐久橋   さく   長野 fuji24591 

佐古橋   さこ   高知 fuji23276 

佐古橋   さこ   徳島 fuji08894 

佐世保橋  させぼ  長崎 fuji06213 

佐太橋   さだ   島根 fuji00892 

佐津川橋  さずかわ  京都 fuji12049 

佐渡橋   さわたり  岐阜 fuji32372 

佐那具新橋  さなぐしん 三重 fuji13564 

佐波川橋  さばがわ  山口 fuji41114 

佐波川大橋  さばがわおお  

         山口 fuji06016 

佐伯橋   さえき   岡山 fuji26790 

佐伯大橋  さいきおお 大分 fuji35277 

佐俣橋   さまた   熊本 fuji01076 

佐名島橋  さなじま  京都 fuji27026 

佐鳴橋   さなる   静岡 fuji42750 

佐目子谷橋  さめこだに 滋賀 fuji51458 

佐野屋橋  さのや  大阪 fuji38806 

佐野屋橋  さのや  長崎 fuji00666 

佐野橋   さの   群馬 fuji06464 

佐野橋   さの   兵庫 fuji47902 

佐用大橋  さようおお 兵庫 fuji24102 

佐留太橋  さるふと  北海 fuji27380 

左右手橋  さうて   神奈 fuji28621 

左衛門橋  さえもん  東京 fuji02312 

左専道大橋 させんどうおお 大阪 fuji43639 

左沢橋   あてらざわ 山形 fuji28351 

左鐙橋   さぶみ  島根 fuji22689 

左門橋   さもん   大阪 fuji19262 

差海橋   さしみ   島根 fuji45788 

沙流川橋  さるがわ  北海 fuji35176 

砂ケ原橋  いさがはら 栃木 fuji49451 

砂子橋   いさご   兵庫 fuji08644 

砂子瀬橋  すなこせ  青森 fuji40782 

砂川橋   すなかわ  岡山 fuji06312 

砂川橋   すながわ  京都 fuji20369 

砂川橋   すながわ  北海 fuji33061 

砂川上橋 すなかわかみ 香川 fuji10244 

砂町橋   すなまち  東京 fuji48621 

砂町水門旋回橋 すなまちすいもん  

         東京 fuji44715 

座架依橋  ざかえ  神奈 fuji39620 

座禅川橋  ざぜんがわ 神奈 fuji38134 

再巡橋   さいじゅん 岩手 fuji06097 

再勝橋   さいかち  神奈 fuji44806 

最戸橋   さいど   神奈 fuji36257 

最上橋   もがみ  山形 fuji04342 

最上川橋  もがみがわ 山形 fuji15680 

最上白川橋  もがみしらかわ  

         山形 fuji03542 

妻ノ神橋   さいのかみ 青森 fuji04737 

妻小橋   つまこ  和歌 fuji17570 

妻沼橋   めぬま  群馬 fuji04641 

妻沼大橋  めぬまおお 群馬 fuji25465 

妻沼大橋  めぬまおお 埼玉 fuji16450 

才戸橋   さいど   神奈 fuji21127 

才田橋   さいた  秋田 fuji13622 

済世橋   さいせい  香川 fuji30497 

済美橋   せいび  東京 fuji33193 

済美大橋  せいびおお 広島 fuji35402 

犀川橋   さいかわ  岐阜 fuji36267 

犀川橋   さいがわ  石川 fuji07995 

犀川橋   さいがわ  長野 fuji03123 

細見橋   ほそみ  京都 fuji24259 

細原橋   ほそわら  滋賀 fuji40258 

細戸橋   ほそど  福岡 fuji32633 

細江橋   ほそえ  山口 fuji26403 

細江橋   ほそえ  大阪 fuji41098 

細川橋   ほそかわ 滋賀 fuji45963 

細川橋   ほそかわ 東京 fuji21608 

細川橋   ほそかわ 兵庫 fuji26095 

細長橋   ほそなが  大分 fuji22795 
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細田橋   ほそだ  茨城 fuji37317 

細島橋   ほそしま  富山 fuji03684 

細表橋   ほそおもて 福岡 fuji41638 

細野橋   ほその  徳島 fuji35107 

菜園場橋  さえんば  高知 fuji22788 

裁断橋   さいだん  愛知 fuji00133 

在所橋   ざいしょ  高知 fuji34234 

材木橋   ざいもく  佐賀 fuji24205 

財田川橋  さいたがわ 香川 fuji16811 

坂越橋   さこし   兵庫 fuji16481 

坂下橋   さかした  岐阜 fuji24023 

坂下橋   さかした  神奈 fuji19260 

坂喜橋   さかき  徳島 fuji21479 

坂戸橋   さかと   長野 fuji07390 

坂口橋   さかぐち  熊本 fuji01355 

坂尻橋   さかじり  滋賀 fuji33231 

坂瀬川橋  さかせがわ 福岡 fuji25924 

坂沢橋   さかざわ  神奈 fuji34276 

坂田橋   さかた  熊本 fuji01448 

坂田橋   さかた  東京 fuji01978 

坂田川橋  さかたがわ 熊本 fuji13756 

坂東橋  さかのひがし 岐阜 fuji20752 

坂東橋   ばんどう  群馬 fuji02868 

坂東橋   ばんどう  神奈 fuji18537 

坂東大橋 ばんどうおお 群馬 fuji22752 

坂本橋   さかもと  熊本 fuji34314 

坂本橋   さかもと  山形 fuji23117 

坂本橋   さかもと  神奈 fuji37861 

坂本橋   さかもと  島根 fuji27978 

坂本橋   さかもと  東京 fuji19653 

坂本橋   さかもと  栃木 fuji16874 

阪栄橋   はんえい  大阪 fuji15110 

阪急跨線橋  はんきゅう 兵庫 fuji23816 

阪堺大橋 はんかいおお 大阪 fuji19420 

阪神国道架道橋 はんしんこくどう  

         兵庫 fuji18673 

阪東大橋 ばんどうおお 大阪 fuji43247 

阪之井橋  さかのい  大阪 fuji48013 

堺橋    さかい  広島 fuji11250 

堺橋    さかい  新潟 fuji47670 

堺橋    さかい  神奈 fuji18076 

堺橋    さかい  青森 fuji03749 

堺橋    さかい  東京 fuji02315 

堺橋    さかい  福岡 fuji04454 

堺橋    さかい  北海 fuji25874 

堺国橋   かいこく  山梨 fuji08564 

堺川橋   さかいがわ 新潟 fuji44316 

榊橋    さかき  茨城 fuji07362 

崎戸大橋  さきとおお 長崎 fuji48060 

崎川橋   さきかわ  東京 fuji00572 

埼葛橋   さいかつ  埼玉 fuji33119 

鷺橋    さぎ   岡山 fuji23484 

鷺橋    さぎ   徳島 fuji04015 

鷺石橋   さぎいし  群馬 fuji04673 

鷺打橋   さぎうち  大阪 fuji26529 

鷺田橋   さぎた   岐阜 fuji33222 

鷺島橋   さぎしま  大阪 fuji18722 

鷺湯橋   さぎゆ  岡山 fuji24448 

鷺之島橋  さぎのしま 新潟 fuji37698 

鷺簗橋   さぎやな  鹿児 fuji19868 

作橋    さく   島根 fuji28208 

作並橋   さくなみ  宮城 fuji02524 

柵の瀬橋  さくのせ  岩手 fuji27382 

柵橋    しがらみ  長野 fuji00868 

柵原橋   やなはら  岡山 fuji33591 

桜宮橋   さくらのみや 大阪 fuji21780 

桜橋    さくら   茨城 fuji34897 

桜橋    さくら   岡山 fuji16271 

桜橋    さくら   京都 fuji21802 

桜橋    さくら   熊本 fuji08610 

桜橋    さくら   広島 fuji27494 

桜橋    さくら   三重 fuji13741 

桜橋    さくら   山梨 fuji39051 

桜橋    さくら   新潟 fuji50559 

桜橋    さくら   静岡 fuji22990 

桜橋    さくら   千葉 fuji23963 

桜橋    さくら   長野 fuji13654 

桜橋    さくら   東京 fuji02625 

桜橋    さくら   富山 fuji10492 

桜橋    さくら   福井 fuji04875 

桜橋    さくら   兵庫 fuji25080 

桜橋    さくら   北海 fuji10720 

桜江大橋  さくらえおお 島根 fuji38700 

桜山橋   さくらやま 茨城 fuji39344 

桜瀬橋   さくらせ  山形 fuji24517 

桜川橋   さくらかわ 茨城 fuji51942 

桜川橋   さくらがわ 福島 fuji36231 

桜田橋   さくらた  新潟 fuji51963 

桜道橋   さくらみち 神奈 fuji19858 

桜木橋   さくらぎ  岩手 fuji10158 

桜木橋   さくらぎ  鹿児 fuji31628 

桜木町架道橋 さくらぎちょう  

         神奈 fuji44752 

桜木町橋 さくらぎちょう 神奈 fuji44908 

桜目橋   さくらのめ 宮城 fuji43182 

鮭川橋   さけかわ  山形 fuji42374 

笹ケ瀬橋  ささがせ  岡山 fuji37677 

笹ケ瀬川橋  ささがせがあ  

         岡山 fuji11658 

笹下橋   ささげ   神奈 fuji50390 

笹丸橋   ささまる  東京 fuji37019 

笹原橋   ささはら  鹿児 fuji29721 

笹戸大橋  ささどおお 愛知 fuji46721 

笹子橋   ささこ   愛知 fuji33514 

笹津橋   ささづ   富山 fuji04883 

笹内川橋 ささないかわ 青森 fuji23689 

笹之段橋  ささのだん 鹿児 fuji11965 

笹平橋   ささひら  東京 fuji24619 

笹無田橋  さむた  大分 fuji13762 

笹無田若宮井路橋  

 さむたわかみやせいろ 大分 fuji14429 

笹目橋   ささめ   東京 fuji44851 

笹野橋   ささの   鹿児 fuji09510 

笹野橋   ささの   神奈 fuji50391 

札の辻橋  ふだのつじ 佐賀 fuji35621 

札ノ辻橋   ふだのつじ 東京 fuji24584 

札掛橋   ふだかけ  神奈 fuji51647 

札内橋   さつない  北海 fuji16154 

札内橋   さつない  北海 fuji37059 

薩Ｘ高架   さった   静岡 fuji51538 

薩摩橋   さつま  大阪 fuji15241 

薩摩渡橋 さつまわたし 熊本 fuji01124 

薩捶橋   さった   静岡 fuji51289 

雑喉場橋  ざこば  高知 fuji20437 

雑喉場橋  ざこば  大阪 fuji02214 

雑司橋   ぞうし   長野 fuji00585 

雑治橋   ぞうじ   東京 fuji20928 

雑炊橋   ぞうし   長野 fuji11969 

鯖江大橋  さばえおお 福井 fuji37108 

鯖石橋   さばいし  新潟 fuji29005 

鮫川橋   さめかわ  福岡 fuji29608 

鮫竜橋   こうりゅう  新潟 fuji46172 

皿屋敷橋  さらやしき 宮城 fuji53260 

皿川橋   さらかわ  福井 fuji01242 

三ケ瀬橋  みかのせ 山形 fuji35188 

三ケ野橋  みかの  静岡 fuji00960 

三ツ境橋   みつきょう 神奈 fuji33741 

三ツ合橋   みつあい  徳島 fuji25159 

三ッ沢跨線人道橋  みつざわ   

         神奈 fuji47083 

三ツ島大橋  みつしまおお  

         大阪 fuji28473 

三ツ樋入堀橋 みつひいりぼり  

         大阪 fuji20735 

三ツ木橋   みつぎ  東京 fuji23147 

三ノ橋   さんの  兵庫 fuji26210 

三ノ瀬橋   さんのせ  香川 fuji39642 

三ノ瀬橋   さんのせ  滋賀 fuji44119 

三ノ輪橋   みのわ  東京 fuji01854 

三安橋   みやす  京都 fuji30044 

三井橋   みつい  東京 fuji19328 

三井大橋  みいおお  神奈 fuji44750 

三永石門 みながせきもん 広島 fuji03989 

三園橋   みその  静岡 fuji20915 

三岡橋   みつおか  北海 fuji36788 

三桶橋   みおけ  新潟 fuji33895 

三家橋   みついえ  群馬 fuji46145 

三家跨線橋  さんけ  神奈 fuji44191 

三架橋   さんか  香川 fuji01610 

三河橋   そうご   京都 fuji50421 

三海橋   さんかい  大分 fuji52981 

三海田橋  みかいた  岡山 fuji24613 

三吉橋   みよし  神奈 fuji19356 

三吉橋   みよし  東京 fuji21072 

三休橋   さんきゅう 大阪 fuji15242 

三宮橋   さんぐう  島根 fuji51834 

三宮高架橋  さんのみや 兵庫 fuji28104 

三宮司橋  さんぐうじ 埼玉 fuji10487 

三郷用水橋  みさとようすい  

         群馬 fuji05618 

三隅川橋  みすみがわ 島根 fuji16760 

三隅大橋  みすみおお 島根 fuji36282 

三隈橋   みくま   大分 fuji36946 

三郡橋   さんぐん  山梨 fuji32942 

三郡西橋  さんぐんにし 山梨 fuji43474 

三郡東橋 さんぐんひがし 山梨 fuji41997 

三見橋   さんみ  山口 fuji06994 

三軒屋橋  さんげんや 新潟 fuji46177 

三軒橋   さんけん  宮城 fuji26834 

三原橋   みはら  東京 fuji01961 

三口橋   さんぐち  千葉 fuji08540 

三好橋   みよし  青森 fuji35023 

三好橋   みよし  徳島 fuji19078 

三好大橋  みよしおお 徳島 fuji37678 

三幸橋   みゆき  和歌 fuji22376 

三国橋   みくに   茨城 fuji52329 

三国橋   みくに   埼玉 fuji22694 

三国橋   みくに   大阪 fuji02007 

三国大橋  みくにおお 新潟 fuji29764 

三根橋   みね   長野 fuji38730 

三根大橋  みねおお  長崎 fuji38229 

三坂大橋  みさかおお 群馬 fuji37631 

三崎橋   みさき  東京 fuji09742 

三崎町通り架道橋   

    だいいちみさきちょうどおり  

         東京 fuji09911 

三次大橋  みよしおお 広島 fuji51017 

三篠橋   みささ   広島 fuji12714 

三尺橋   さんじゃく 埼玉 fuji29203 

三十河原橋  さんじゅうかわら  

         新潟 fuji42728 

三重井路橋  みえいろ  大分 fuji30386 

三城橋   さんじょう 岐阜 fuji42002 

三条橋   さんじょう 京都 fuji00070 

三条橋   さんじょう 滋賀 fuji24053 

三条橋   さんじょう 鳥取 fuji27058 

三条橋   さんじょう 兵庫 fuji30350 

三条大橋 さんじょうおお 京都 fuji00124 

三瀬橋   さんせ  山形 fuji43790 

三石橋   さんごく  東京 fuji20931 

三石橋   みついし  高知 fuji35617 

三石橋   みついし  北海 fuji42022 

三雪橋   みゆき  山形 fuji02527 

三川橋   みかわ  山形 fuji02740 

三蔵橋   さんぞう  新潟 fuji53640 

三滝橋   みたき  広島 fuji42063 
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三滝橋   みたき  三重 fuji02815 

三滝川橋  みたきがわ 三重 fuji39789 

三谷橋   さんや  埼玉 fuji24229 

三谷橋   みや   栃木 fuji44065 

三樽別橋 さんたるべつ 北海 fuji15468 

三断橋   さんだん  和歌 fuji00296 

三池陣屋橋  みいけじんや  

         福岡 fuji01414 

三朝橋   みささ   鳥取 fuji06192 

三田大橋  さんだおお 兵庫 fuji43992 

三渡橋   みわたり  三重 fuji03913 

三途川橋  さんずがわ 秋田 fuji44741 

三刀屋新大橋 みとや  島根 fuji48111 

三刀屋大橋  みとやおお 島根 fuji25112 

三島橋   みしま  東京 fuji21102 

三嶋橋   みしま  山口 fuji18195 

三之橋   さんの  東京 fuji00915 

三之瀬橋  さんのせ  静岡 fuji24545 

三迫川橋 さんはざまがわ 宮城 fuji30399 

三尾川橋  みとがわ  和歌 fuji40875 

三百瀬橋  みよせ  和歌 fuji35100 

三舞谷橋 さんまいだに 滋賀 fuji40266 

三峰橋   さんぼう  滋賀 fuji36420 

三峰川橋  みぶがわ 長野 fuji50906 

三方橋   みかた  兵庫 fuji28699 

三本木橋  さんぼんぎ 宮城 fuji00351 

三枚橋   さんまい  神奈 fuji02555 

三面橋   みおもて  新潟 fuji31388 

三面川橋 みおもてがわ 新潟 fuji17210 

三野津橋  みのつ  香川 fuji39643 

三由橋   みつよせ  熊本 fuji01129 

三里橋   みさと   高知 fuji44161 

三離橋   みちやーく 沖縄 fuji00471 

三和橋   さんわ  鳥取 fuji25523 

三和大橋  みわおお  福岡 fuji51050 

三艘橋   さんぞう  神奈 fuji25316 

参宮橋   さんぐう  滋賀 fuji48937 

山ノ戸橋   やまのと  宮崎 fuji41955 

山の内橋  やまのうち 神奈 fuji17290 

山越跨線橋  やまこし  北海 fuji51348 

山王橋   さんのう  愛知 fuji08957 

山王橋   さんのう  熊本 fuji47386 

山王橋   さんのう  神奈 fuji08825 

山王橋   さんのう  静岡 fuji30527 

山王橋   さんのう  大分 fuji12384 

山王橋   さんのう  東京 fuji42896 

山王大橋 さんのうおお 広島 fuji16518 

山王道橋 さんのうみち 東京 fuji47666 

山下橋   やました  神奈 fuji16134 

山下橋   やました  東京 fuji36389 

山家橋   さんや  東京 fuji04529 

山家橋   やまが  京都 fuji12371 

山家大橋  やまがおお 京都 fuji36030 

山賀橋   やまが  岩手 fuji24843 

山階橋   やましな  香川 fuji28770 

山吉田橋  やまよしだ 宮城 fuji45110 

山形大橋 やまがたおお 山形 fuji50973 

山見橋   やまみ  富山 fuji48092 

山口橋   やまぐち  熊本 fuji13759 

山国橋   やまくに  大分 fuji09193 

山国川橋 やまくにがわ 大分 fuji07729 

山国大橋 やまくにおお 大分 fuji43304 

山崎橋   やまさき  鹿児 fuji11127 

山崎橋   やまさき  鳥取 fuji50599 

山崎橋   やまざき  宮城 fuji03462 

山崎橋   やまざき  熊本 fuji01137 

山崎橋   やまざき  大阪 fuji00024 

山寺中道橋  やまでらなかみち  

         宮城 fuji15471 

山鹿橋   やまが  熊本 fuji02595 

山室橋   やまむろ  岩手 fuji17697 

山手橋   やまて  広島 fuji43693 

山城橋   やまぐすく 沖縄 fuji10196 

山城橋   やましろ  東京 fuji20684 

山城大橋 やましろおお 京都 fuji44758 

山神橋   さんじん  滋賀 fuji10344 

山神橋   さんじん  福岡 fuji28836 

山神橋   やがみ  三重 fuji16398 

山神橋   やまかん  鹿児 fuji11185 

山神橋   やまんかん 鹿児 fuji10890 

山神社の橋  やまじんじゃ  

         佐賀 fuji16565 

山仁田橋  やまにた  鹿児 fuji23304 

山水橋   やまみず  東京 fuji19764 

山菅の蛇橋  やますげのじゃ  

         栃木 fuji00030 

山清路橋  さんせいじ 長野 fuji09140 

山生橋   やもめ  千葉 fuji17427 

山西橋   やまにし  奈良 fuji36779 

山川橋   やまかわ  岐阜 fuji16513 

山川橋   やまご  長崎 fuji03942 

山谷堀橋  さんやぼり 東京 fuji21077 

山端橋   やまはし  京都 fuji29271 

山中眼鏡橋  やまなかめがね  

         東京 fuji21766 

山中橋   やまなか  熊本 fuji01352 

山中橋   やまなか  鹿児 fuji22202 

山中橋   やまなか  北海 fuji45479 

山田橋   やまだ  沖縄 fuji13260 

山田橋   やまだ  香川 fuji13691 

山田橋   やまだ  高知 fuji26160 

山田橋   やまだ  鹿児 fuji21526 

山田橋   やまだ  千葉 fuji48042 

山渡瀬橋  やまわたせ 大分 fuji37159 

山都橋   やまと  福岡 fuji20744 

山砥橋   やまと  鹿児 fuji21527 

山道橋   やまみち  神奈 fuji31532 

山之口架道橋 やまのくち 鹿児 fuji09589 

山之上橋  やまのうえ 滋賀 fuji47896 

山之神橋  やまのかみ 大分 fuji15664 

山之川橋  やまんこ  鹿児 fuji44180 

山彦橋   やまびこ  富山 fuji18420 

山福橋   やまふく  高知 fuji24183 

山辺里橋  さべり   新潟 fuji04980 

山北橋   やまきた  神奈 fuji24686 

山本橋   やまもと  東京 fuji20573 

山面橋   やまづら  滋賀 fuji51825 

山野橋   さんや  東京 fuji42395 

山野橋   やまの  広島 fuji29432 

山梨子橋  やまなしこ 大分 fuji50456 

山里橋   やまざと  福岡 fuji15160 

珊瑚橋   さんご  岩手 fuji11039 

産ケ沢橋  うぶがさわ 福岡 fuji30680 

産神社前眼鏡橋 うぶじんじゃまえ  

         熊本 fuji19171 

残堀橋   ざんぼり  東京 fuji45922 

 

シ 
仕明橋   しあけ  鹿児 fuji16588 

四ケ字橋  しかあざ  新潟 fuji46175 

四ツ谷橋   よつや  石川 fuji22303 

四ツ谷川橋  よったん  滋賀 fuji53102 

四ツ木橋   よつぎ  東京 fuji16463 

四ノ瀬橋   よのせ  滋賀 fuji15238 

四宮橋   しのみや  京都 fuji17450 

四宮宿橋 しのみやじゅく 東京 fuji44473 

四手橋   しで   高知 fuji26155 

四十八坂橋  しじゅうはちさか  

         岩手 fuji51608 

四条橋   しじょう  京都 fuji00045 

四条橋   しじょう  大阪 fuji29581 

四条橋   よんじょう 滋賀 fuji27010 

四条高瀬橋  しじょうたかせ  

         京都 fuji12904 

四条大橋  しじょうおお 京都 fuji01474 

四谷見付橋  よつやみつけ  

         東京 fuji12759 

四辻橋   よつつじ  京都 fuji20367 

四徳大橋  しとくおお 長野 fuji49485 

四日市橋  よっかいち 三重 fuji32616 

四之橋   しの   東京 fuji02546 

四方見橋  よもみ  徳島 fuji43504 

四万十川橋  しまんとがわ  

         高知 fuji18519 

四面橋   しめん  長崎 fuji04909 

姉歯橋   あねは  岩手 fuji23582 

姉沼高架  あねぬま  青森 fuji50462 

姉川橋   あねかわ 滋賀 fuji04011 

姿大橋   すがたおお 新潟 fuji49822 

子ノ口橋   ねのくち  青森 fuji43973 

子の神橋  ねのかみ 神奈 fuji29213 

子安橋   こやす  長野 fuji24594 

子安橋   こやす  東京 fuji39487 

子供の国橋  こどものくに 神奈 fuji53492 

子飼橋   こかい  熊本 fuji04636 

子島橋   こじま   大阪 fuji02147 

子馬巣谷橋  しばすだに 福井 fuji50904 

市ヶ谷橋   いちがや  東京 fuji19482 

市橋    いち   大分 fuji00287 

市原橋   いちはら  京都 fuji09784 

市原橋   いちはら  熊本 fuji22425 

市荒川大橋  いちあらかわおお  

         福井 fuji52386 

市坂下橋 いちざかした 千葉 fuji29944 

市子橋   いちこ   滋賀 fuji44544 

市柴橋   いちしば  鹿児 fuji10422 

市場橋   いちば  大分 fuji26183 

市場橋   いちば  東京 fuji18584 

市場前架道橋 いちばまえ 神奈 fuji18621 

市場沢橋  いちばさわ 長野 fuji44724 

市場裏架道橋 いちばうら 神奈 fuji18620 

市瀬橋   いちのせ  鳥取 fuji44575 

市川橋   いちかわ  東京 fuji19210 

市川橋   いちかわ  兵庫 fuji03085 

市代橋   いちしろ  静岡 fuji27467 

市中橋   いちなか  新潟 fuji50556 

市之坂橋  いちのさか 鹿児 fuji27151 

市波橋   いちなみ  福井 fuji28856 

市姫橋   いちひめ  福井 fuji13396 

市万田橋  いちまんだ 大分 fuji17737 

市木橋   いちき  愛知 fuji15652 

師団橋   しだん  京都 fuji19404 

志安橋   しあん  熊本 fuji03992 

志賀島橋  しかのしま 福岡 fuji23085 

志貴野橋  しきの  愛知 fuji52362 

志戸川橋  しとがわ  奈良 fuji27049 

志川橋   しかわ  愛媛 fuji22721 

志村橋   しむら   東京 fuji23639 

志谷川橋  しだに  島根 fuji26208 

志田橋   しだ   宮城 fuji04744 

志比田橋  しびた  宮崎 fuji50331 

志比田川橋  しびたがわ 宮崎 fuji12946 

志茂橋   しも   東京 fuji14289 

志呂橋   しろ   岡山 fuji49583 

思案橋   しあん  熊本 fuji05098 

思案橋   しあん  広島 fuji27332 

思案橋   しあん  高知 fuji18871 

思案橋   しあん  鹿児 fuji15674 

思案橋   しあん  長崎 fuji00137 

思案橋   しあん  東京 fuji01954 

思案橋   しあん  福岡 fuji19616 

思川橋   おもいかわ 栃木 fuji05399 

思川橋   おもいがわ 滋賀 fuji40260 

思川橋   おもいがわ 鹿児 fuji09000 

指月橋   しげつ  鹿児 fuji21523 

指首野川橋  さすのがわ 山形 fuji50211 
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指場橋   さしば   福岡 fuji19612 

支倉橋   はぜくら  宮城 fuji00500 

施無畏橋  せむい  熊本 fuji03993 

枝光橋   えだみつ  福岡 fuji21783 

枝川橋   えだがわ  兵庫 fuji17956 

枝野橋   えだの  宮城 fuji51371 

止若橋   やむわっか 北海 fuji10469 

止若内橋  やむわっかない  

         北海 fuji41918 

氏家大橋  うじいえおお 栃木 fuji31080 

氏神橋   うじがみ  兵庫 fuji25089 

獅子飛橋  ししとび  滋賀 fuji07406 

私都川橋  さきいち  鳥取 fuji41112 

糸郷谷橋  いとごうだに 宮崎 fuji43169 

糸崎第二跨線橋 いとざき   

         広島 fuji38811 

紙屋川橋  かみやがわ 京都 fuji17449 

紙洗橋   かみあらい 東京 fuji21115 

紫合橋   ゆうた  兵庫 fuji28705 

紫川橋  むねらさきがわ 福岡 fuji53388 

紫波橋   しわ   岩手 fuji12572 

飼所橋   かいどころ 長崎 fuji06208 

侍従橋   じじゅう  神奈 fuji33892 

児玉橋   こだま  長野 fuji24600 

字穴橋   あざあな  栃木 fuji26199 

字見橋   あざみ  京都 fuji38805 

寺下橋   てらした  神奈 fuji33202 

寺橋    てら   広島 fuji39268 

寺床橋   てらとこ  鹿児 fuji18206 

寺川橋   てらかわ  鹿児 fuji20658 

寺前橋   てらまえ  徳島 fuji29323 

寺前橋   てらまえ  奈良 fuji22374 

寺沢橋   てらさわ  秋田 fuji12214 

寺沢大橋  てらさわ  秋田 fuji07349 

寺町橋   てらまち  京都 fuji14552 

寺町橋   てらまち  大阪 fuji19147 

寺尾橋   てらお  香川 fuji14083 

持寄川橋 もちよりがわ 福島 fuji29061 

持留橋   もちどめ  鹿児 fuji27153 

時雨橋   しぐれ   東京 fuji21603 

時間橋   じかん  大分 fuji41954 

次郎橋   じろう   香川 fuji45984 

治水橋   じすい  埼玉 fuji25607 

耳原橋   みみはら  大阪 fuji22086 

耳語橋   ささやき  福岡 fuji37960 

蒔田橋   まいた  神奈 fuji02125 

汐井川橋  しおいがわ 熊本 fuji34304 

汐見橋   しおみ  宮城 fuji42358 

汐見橋   しおみ  香川 fuji21486 

汐見橋   しおみ  神奈 fuji43597 

汐見橋   しおみ  千葉 fuji29204 

汐見橋   しおみ  大阪 fuji00533 

汐見橋   しおみ  東京 fuji00481 

汐見橋   しおみ  福井 fuji01012 

汐合橋   しわい  三重 fuji05036 

汐合川橋 しおあいがわ 三重 fuji12031 

汐止橋   しおどめ  千葉 fuji07236 

汐時橋   しおどき  東京 fuji22015 

汐先橋   しおさき  東京 fuji02543 

汐滝橋   しおたき  大阪 fuji17716 

汐入橋   しおいり  愛媛 fuji29712 

汐入橋   しおいり  和歌 fuji08482 

鹿ノ湯橋   しかのゆ  東京 fuji41664 

鹿越大橋 しかごえおお 北海 fuji48083 

鹿関橋   がせき  滋賀 fuji06176 

鹿曲川橋  かくまがわ 長野 fuji06934 

鹿隈橋   かなくま  香川 fuji50440 

鹿行大橋  ろっこうおお 茨城 fuji51249 

鹿子橋   かのこ  東京 fuji21606 

鹿狩戸橋  かがりど  宮崎 fuji22699 

鹿乗橋   かのり  愛知 fuji11507 

鹿瀬橋   かせ   岡山 fuji11874 

鹿瀬橋   かのせ  新潟 fuji33575 

鹿生野橋  しかおの  熊本 fuji01383 

鹿倉橋   かくら   秋田 fuji51616 

鹿台橋   ろくだい  埼玉 fuji39215 

鹿跳橋   ししとび  滋賀 fuji19230 

鹿爪橋   かのつめ 長崎 fuji04858 

鹿田橋   かつた  岡山 fuji24815 

鹿渡橋   しかわたり 新潟 fuji19365 

鹿島橋   かしま  東京 fuji21918 

鹿島橋   かじま  静岡 fuji28388 

鹿浜橋   しかはま  東京 fuji46749 

鹿部橋   しかべ  北海 fuji40024 

鹿本橋   ししもと  東京 fuji34483 

鹿又橋   かのまた  宮城 fuji38661 

鹿野橋   しかの  鳥取 fuji00205 

鹿野川橋  かのがわ 愛媛 fuji26152 

鹿路橋   ろくろ   熊本 fuji01318 

式敷橋   ししき   広島 fuji33592 

鴫野橋   しぎの  大阪 fuji02828 

宍喰屋橋  ししくいや 大阪 fuji00234 

宍喰橋   ししくい  徳島 fuji33629 

宍栗橋   しそう   兵庫 fuji26101 

宍戸橋   ししど   茨城 fuji21344 

雫石川橋 しずくいしかわ 岩手 fuji06021 

七井橋   なない  東京 fuji33883 

七間橋   しちけん  香川 fuji22405 

七久保沢水路橋 ななくぼさわ  

         栃木 fuji16074 

七久里橋  ななくり  長野 fuji23344 

七曲橋 ななまがりおおり 岐阜 fuji46597 

七戸橋   しちのへ  青森 fuji02947 

七座橋   ななくら  秋田 fuji12661 

七財橋   しちざい  北海 fuji04486 

七山橋   ななやま  佐賀 fuji23556 

七宗橋   ひちそう  岐阜 fuji42000 

七十二峰橋  しちじゅうにほう 

         富山 fuji34038 

七笑橋   ななわらい 長野 fuji06609 

七条大橋 しちじょうおお 京都 fuji04397 

七瀬橋   ななせ  京都 fuji20371 

七村橋   ななむら  鹿児 fuji16594 

七代橋   ななしろ  鹿児 fuji19189 

七反田避溢橋 ななたんだ 京都 fuji02395 

七板橋   なないた  和歌 fuji18841 

七保大橋  ななほおお 三重 fuji23618 

七穂橋   ななほ  新潟 fuji31535 

七北田橋  ななきた  宮城 fuji04106 

七夜橋   ななよ  北海 fuji46680 

七里橋   しちり   大分 fuji29494 

七里橋   ひちり   熊本 fuji25211 

室見橋   むろみ  福岡 fuji02020 

室原橋   むろはら  熊本 fuji50921 

室原橋   むろはら  福岡 fuji25294 

室川橋   むろかわ  愛媛 fuji32860 

湿化味橋  しけみ  東京 fuji39482 

漆山橋   うるしやま 山形 fuji03836 

漆瀬橋   うるしぜ  愛知 fuji14729 

実橋    みのり  北海 fuji38954 

実正の渡し  さねまさ  群馬 fuji01752 

実生橋   みのり  山形 fuji27806 

実川橋   さねかわ  新潟 fuji13277 

篠ノ井橋   しののい  長野 fuji02024 

篠原橋   しのはら  愛知 fuji21164 

篠原橋   しのはら  神奈 fuji34806 

篠束橋   しのづか  愛知 fuji46674 

篠田橋   しのだ  滋賀 fuji36419 

柴原橋   しばはら  福岡 fuji13534 

柴崎橋   しばさき  福岡 fuji29032 

柴倉橋   しばくら  福岡 fuji34893 

柴島高架橋  くにしま  大阪 fuji17947 

柴之下橋  しばのした 千葉 fuji17872 

柴尾橋   しぼお  高知 fuji13587 

芝浦橋   しばうら  東京 fuji33793 

芝園橋   しばぞの  東京 fuji06917 

芝潟橋   しばがた  東京 fuji16852 

芝橋    しば   東京 fuji01848 

芝川橋   しばかわ  静岡 fuji14798 

芝田橋   こげだ  兵庫 fuji20390 

芝富橋   しばとみ  静岡 fuji11496 

斜里大橋  しゃりおお 北海 fuji39724 

社谷橋   やしろたに 福井 fuji24329 

車帰橋   くるまかえり 熊本 fuji43235 

車橋    くるま   神奈 fuji19256 

車橋    くるま   東京 fuji47820 

車瀬橋   くるませ  高知 fuji25180 

蛇ノ崎橋   じゃのさき 秋田 fuji07344 

蛇尾橋   さび   栃木 fuji18971 

蛇尾川橋  さびかわ  栃木 fuji04890 

蛇淵橋   じゃぶち  兵庫 fuji48566 

蛇崩下橋 じゃくずれしも 東京 fuji29094 

蛇堀橋   じゃぼり  長野 fuji00766 

借宿橋   かたやど  栃木 fuji23459 

尺里橋   しゃくり  神奈 fuji29946 

釈迦ケ池橋  しゃかがいけ 

         大阪 fuji43692 

若宮井路鏡水路橋 わかみやいろかがみ 

         大分 fuji11178 

若宮橋   わかみや 鹿児 fuji18474 

若宮橋   わかみや 大阪 fuji51678 

若宮橋   わかみや 東京 fuji37973 

若戸大橋  わかとおお 福岡 fuji41916 

若江跨線橋  わかえ  大阪 fuji28073 

若菜高架橋  わかな  兵庫 fuji28096 

若桜橋   わかさ  鳥取 fuji00208 

若松橋   わかまつ  徳島 fuji17683 

若松大橋  わかまつ  徳島 fuji41430 

若身橋   わかみ  静岡 fuji18798 

若水跨線橋  わかみず 北海 fuji33723 

若潮橋   わかしお  東京 fuji48134 

若木橋   わかぎ  東京 fuji21602 

若野橋   わかの  和歌 fuji37887 

若柳橋   わかやぎ  宮城 fuji02708 

若柳大橋  わかやなぎおお  

         宮城 fuji00998 

若葉橋   わかば  京都 fuji27028 

主水分橋  もんどわけ 神奈 fuji40221 

取上橋   とりあげ  山形 fuji21325 

取上橋   とりあげ  新潟 fuji50981 

手取川橋  てどり   石川 fuji07994 

朱太川橋 しゅぶとがわ 北海 fuji42036 

狩川橋   かりかわ  神奈 fuji17922 

狩渡戸橋 かりわたりど 静岡 fuji24036 

狩野橋   かの   静岡 fuji07181 

種池橋   たねいけ  兵庫 fuji28372 

酒井橋   さかい  神奈 fuji34159 

酒君塚橋  きみつか  大阪 fuji38608 

酒見橋   さけみ  福岡 fuji14253 

酒勾川橋  さかわがわ 神奈 fuji52336 

酒匂橋   さかわ  神奈 fuji03589 

寿橋    ことぶき  愛知 fuji33379 

寿橋    ことぶき  茨城 fuji12445 

寿橋    ことぶき  山口 fuji09326 

寿橋    ことぶき  滋賀 fuji22777 

寿橋    ことぶき  千葉 fuji26597 

寿橋    ことぶき  大阪 fuji45445 

寿橋    ことぶき  東京 fuji21698 

寿橋    ことぶき  北海 fuji45092 

寿崎橋   すさき   群馬 fuji22258 

周山大橋  しゅうざん 京都 fuji10212 

周匝橋   すさい  岡山 fuji24612 

周布川橋  すふがわ 島根 fuji16267 

宗下橋   そうげ  石川 fuji22711 

就安橋   しゅうあん 群馬 fuji03281 

州崎橋   すざき  埼玉 fuji42712 
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州津橋   しゅうづ  徳島 fuji21480 

州津川橋 しゅうづがわ 徳島 fuji21258 

修栄橋   しゅうえい 北海 fuji49903 

修善寺橋  しゅぜんじ 静岡 fuji10747 

修徳橋   しゅうとく  大阪 fuji38606 

洲河崎橋  すがさき  鳥取 fuji24447 

洲原橋   すわら  岐阜 fuji19817 

洲崎橋   すざき  香川 fuji01070 

洲崎橋   すざき  東京 fuji19335 

秋ケ瀬橋  あきがせ  埼玉 fuji11057 

秋丸目鏡橋  あきまる  熊本 fuji01148 

秋月橋   あきづき  大阪 fuji03080 

秋月目鏡橋  あきづきめがね  

         福岡 fuji01014 

秋山大橋 あきやまおお 山梨 fuji48047 

秋川橋   あきかわ  神奈 fuji49481 

秋田小橋  あきたこ  秋田 fuji29363 

秋田大橋  あきたおお 秋田 fuji25598 

秋葉橋   あきば  静岡 fuji18497 

秋留橋   あきる  東京 fuji10321 

舟橋    ふな   富山 fuji32658 

舟橋    ふな   福井 fuji02341 

舟形橋   ふながた  愛媛 fuji15611 

舟形橋   ふながた  山形 fuji03269 

舟山橋   ふなやま  茨城 fuji44293 

舟生橋   ふにゅう  茨城 fuji21339 

舟丁橋   ふなちょう 宮城 fuji17499 

舟本橋   ふなもと  山口 fuji33682 

舟木大橋（新舟木橋）  ふなきおお  

         三重 fuji49612 

住ノ江橋   すみのえ  山形 fuji08525 

住吉の反橋  すみよしのそり  

         大阪 fuji01145 

住吉橋   すみよし  愛知 fuji28337 

住吉橋   すみよし  広島 fuji34287 

住吉橋   すみよし  高知 fuji28040 

住吉橋   すみよし  大阪 fuji00532 

住吉橋   すみよし  大分 fuji16582 

住吉橋   すみよし  北海 fuji43358 

住吉川橋 すみよしがわ 兵庫 fuji18835 

住谷橋   すみや  青森 fuji04734 

住中橋   すみなか  北海 fuji40956 

住之江橋  すみのえ  佐賀 fuji35235 

住之江橋  すみのえ  大阪 fuji29081 

住友橋   すみとも  神奈 fuji42560 

十王堂橋 じゅうおうどう 兵庫 fuji28690 

十間橋   じゅっけん 東京 fuji22612 

十軒橋   じっけん  静岡 fuji42746 

十綱橋   とつな  福岡 fuji13740 

十三橋   じゅうさん 青森 fuji39606 

十三橋   じゅうそう 大阪 fuji03072 

十三小橋  じゅうそうこ 大阪 fuji11198 

十三大橋 じゅうそうおお 大阪 fuji23536 

十四橋   そよつ  香川 fuji00910 

十勝橋   とかち  北海 fuji12820 

十勝大橋 とかちおおかさい  

         北海 fuji30191 

十条跨線橋  じゅうじょう 東京 fuji22761 

十沢橋   とざわ  長野 fuji07875 

十島橋   じゅうしま 福岡 fuji21743 

十二社橋  じゅうにそ 群馬 fuji53476 

十二天橋  じゅうにてん 神奈 fuji20706 

十日町橋  とうかまち 新潟 fuji17131 

十日町橋  とおかまち 新潟 fuji49821 

十文字橋  じゅうもんじ 神奈 fuji12249 

十夜ケ橋  とよが  愛媛 fuji48809 

十六橋   じゅうろく  福岡 fuji04284 

十六本橋 じゅうろっぽん 群馬 fuji15857 

戎橋    えびす  大阪 fuji02648 

戎子橋   えびす  大分 fuji04662 

汁気川橋  しるけがわ 秋田 fuji45905 

渋海川橋  しぶみがわ 新潟 fuji09269 

渋田大橋  しぶたおお 神奈 fuji48750 

重遠橋   じゅうえん 新潟 fuji47830 

重遠橋   じゅうえん 新潟 fuji52384 

重見橋   しげみ  熊本 fuji02626 

重実片桟道  しげざね  徳島 fuji48804 

重春橋   しげはる  兵庫 fuji20389 

重信橋   しげのぶ  愛媛 fuji09888 

重信川橋 しげのぶかわ 愛媛 fuji22168 

重川橋   おもかわ  山梨 fuji09567 

重磐岩眼鏡橋 ちょうばんいわ 

         熊本 fuji01329 

宿屋橋   しゅくや  大阪 fuji28076 

宿橋    しゅく   東京 fuji27856 

宿橋    やど   長崎 fuji30574 

宿山橋   しゅくやま 東京 fuji50384 

宿川橋   やどかわ  神奈 fuji44189 

宿内橋   そこない  北海 fuji34427 

宿毛橋   すくも   高知 fuji23274 

宿毛大橋  すくもおお 高知 fuji32599 

宿野辺橋  しゅくのべ 青森 fuji07129 

宿野々橋  しゅくのの 愛媛 fuji21808 

祝橋    いわい  茨城 fuji14032 

祝橋    いわい  山梨 fuji09847 

祝橋    いわい  新潟 fuji49824 

祝橋    いわい  長崎 fuji12770 

祝橋    いわい  東京 fuji03282 

祝子橋   ほうり   宮崎 fuji07007 

祝子大橋  ほうりおお 宮崎 fuji48660 

祝迫橋   いわいざこ 鹿児 fuji23573 

出雲橋   いずも  東京 fuji03146 

出雲合橋  いずもあい 山口 fuji34627 

出会橋   であい  大分 fuji17740 

出原橋   いずはら  徳島 fuji11942 

出口橋   でぐち   岡山 fuji20280 

出口橋   でぐち   鳥取 fuji05305 

出合橋   であい  愛媛 fuji11992 

出合橋   であい  広島 fuji27525 

出合橋   であい  山口 fuji00846 

出合橋   であい  鳥取 fuji00206 

出合橋   であい  島根 fuji42602 

出合橋   であい  徳島 fuji21741 

出合橋   であい  奈良 fuji22373 

出合橋   であい  兵庫 fuji29282 

出師橋   すいし  長崎 fuji09877 

出町橋   でまち  京都 fuji06740 

出島橋   でじま   長崎 fuji01694 

出入橋   でいり   大阪 fuji26658 

出来島橋  できじま  大阪 fuji49580 

出流橋   いずる  栃木 fuji26214 

俊徳橋   しゅんとく 大阪 fuji45446 

春海橋   はるみ  東京 fuji37816 

春吉眼鏡橋  はるよしめがね  

         福岡 fuji15010 

春吉橋   はるよし  福岡 fuji06659 

春山跨道橋  はるやま  熊本 fuji43030 

春川橋   はるかわ  茨城 fuji37320 

春南橋   しゅんなん 神奈 fuji45935 

春日橋   かすが  滋賀 fuji28470 

春日橋   かすが  島根 fuji11859 

春日橋   かすが  東京 fuji30179 

春日橋   かすが  北海 fuji53929 

春日橋   はるひ  愛知 fuji33306 

春日出橋  かすがで  大阪 fuji26567 

春日小橋  かすがこ  東京 fuji30219 

春日川橋  かすががわ 香川 fuji08231 

春日部大橋  かすかべおお 埼玉 fuji49601 

春日陸橋  かすが  熊本 fuji51716 

春明橋   はるあけ  長崎 fuji16098 

駿遠橋   すんえん  静岡 fuji21714 

駿河大橋  するがおお 静岡 fuji39795 

潤井川橋  うるいがわ 静岡 fuji29672 

潤野橋   うるの   和歌 fuji39678 

巡礼橋   じゅんれい 千葉 fuji09494 

順礼橋   じゅんれい 大阪 fuji01042 

初雁橋   はつかり  埼玉 fuji21677 

初見橋   はつみ  東京 fuji09109 

初瀬橋   はつせ  愛媛 fuji21813 

暑寒別橋 しょかんべつ 北海 fuji19489 

曙橋    あけぼの  静岡 fuji12277 

渚滑橋   しょこつ  北海 fuji38702 

渚橋    なぎさ   岐阜 fuji31345 

渚橋    なぎさ   神奈 fuji44855 

渚橋    なぎさ   静岡 fuji38004 

緒絶橋   おだえ  宮城 fuji18061 

緒絶橋   おだん  宮城 fuji00697 

緒川橋   おがわ  茨城 fuji29754 

緒方橋   おがた  大分 fuji11960 

助任橋   すけとう  徳島 fuji00451 

女橋    おんな  東京 fuji09103 

女鹿跨線橋  めが   山形 fuji15648 

女川橋   おながわ  宮城 fuji37385 

女田橋   おなだ  熊本 fuji13245 

女夫岩橋  めおといわ 愛媛 fuji30903 

女夫橋   めおと  東京 fuji24478 

除川橋   よけがわ  兵庫 fuji14848 

勝浦橋   かつうら  香川 fuji32002 

勝浦川橋 かつうらがわ 徳島 fuji12817 

勝浦浜橋 かつうらはま 徳島 fuji23828 

勝賀野橋  しょうがの 高知 fuji27111 

勝見橋   かつみ  福井 fuji33905 

勝原橋   かどはら  福井 fuji40846 

勝山橋   かつやま  福岡 fuji11766 

勝手橋   かって  秋田 fuji47253 

勝瀬橋   かつせ  神奈 fuji39689 

勝川橋   かちかわ  愛知 fuji34415 

勝草橋   かちくさ  静岡 fuji01798 

勝田橋   かつた  茨城 fuji31651 

勝納橋   かつない  北海 fuji01779 

勝平橋   かつひら  東京 fuji52425 

勝木川橋  がつぎがわ 新潟 fuji17294 

宵待橋   よいまち  京都 fuji29850 

将監橋   しょうげん 東京 fuji00414 

小ケ谷橋  おがや  埼玉 fuji14184 

小ケ谷戸橋  こがやと  東京 fuji40518 

小磯橋   こいそ  茨城 fuji40893 

小園橋   こぞの  熊本 fuji14128 

小塩沢橋  こしおさわ 福島 fuji37009 

小屋原橋  こやはら  群馬 fuji08263 

小屋川橋  こやがわ  秋田 fuji45598 

小屋川橋  しょうやかわ 大分 fuji31576 

小屋敷橋  こやしき  宮城 fuji23102 

小河内橋  こんがわち 静岡 fuji37595 

小河内大橋   こんがうちおお  

         静岡 fuji50912 

小貝橋   おがい  京都 fuji34178 

小貝橋   こかい  茨城 fuji14031 

小貝川橋  こかいがわ 茨城 fuji05653 

小貝川橋  こかいがわ 栃木 fuji12800 

小垣江橋  おがきえ  愛知 fuji34717 

小鴨橋   おがも  鳥取 fuji24267 

小丸橋   おまる  宮崎 fuji11469 

小丸川橋  おまるがわ 宮崎 fuji15842 

小丸大橋  おまるおお 宮崎 fuji31340 

小机橋   こづくえ  神奈 fuji47479 

小久保跨線橋  こくぼ  兵庫 fuji21881 

小橋   こ     岡山 fuji03352 

小金井橋  こがねい  大阪 fuji23783 

小金井橋  こがねい  東京 fuji01394 

小金橋   こがね  東京 fuji47821 

小金橋   こがね  福岡 fuji09712 

小栗橋   おぐり   愛知 fuji21165 

小繋橋   こつなぎ  岩手 fuji38884 

小繋川橋 こつなぎかわ 岩手 fuji06294 

小見橋   おみ   新潟 fuji28247 
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小原橋   おはら  東京 fuji33493 

小原橋   おはら  富山 fuji03685 

小原第一橋  おばら  神奈 fuji52344 

小原沢水路橋 おばらさわ 栃木 fuji16072 

小原田跨線橋 おはらだ  福岡 fuji46584 

小厚真橋  こあづま  北海 fuji34449 

小江川橋  おえがわ  長崎 fuji25797 

小港橋   こみなと  神奈 fuji18629 

小高瀬高架橋 おだかせ  福島 fuji50463 

小国橋   おぐに  山形 fuji29364 

小国川橋  おぐにかわ 山形 fuji09558 

小国大橋  おぐにおお 熊本 fuji20456 

小国大橋  おぐにおお 山形 fuji00293 

小黒橋   おぐろ   新潟 fuji46161 

小黒川橋  おぐろがわ 新潟 fuji13964 

小佐昆川橋  こさびかわ 兵庫 fuji30579 

小坂井大橋  こざかいおお  

         愛知 fuji39805 

小崎眼鏡橋  こざき   熊本 fuji01334 

小山橋   こやま  静岡 fuji04871 

小山橋   こやま  東京 fuji41128 

小山跨線橋  おやま  栃木 fuji45127 

小枝橋   さえだ   京都 fuji11847 

小糸魚橋  こいとい  北海 fuji34642 

小糸川橋  こいとかわ 千葉 fuji13844 

小舟渡橋  こぶなと  福井 fuji16615 

小祝橋   こいわい  大分 fuji07532 

小出川橋  こいでがわ 神奈 fuji52427 

小松橋   こまつ  大阪 fuji28396 

小松橋   こまつ  大分 fuji05100 

小松橋   こまつ  東京 fuji21849 

小松原橋  こまつばら 広島 fuji28001 

小松川橋  こまつがわ 東京 fuji30138 

小松倉橋  こまつくら 岩手 fuji17419 

小森野橋  こもりの  福岡 fuji12324 

小深谷橋  こふかや  福岡 fuji25929 

小菅沢橋  こすげざわ 神奈 fuji19087 

小瀬橋   おぜ   茨城 fuji23541 

小瀬橋   おぜ   奈良 fuji10353 

小瀬形橋  おぜがた  富山 fuji52111 

小瀬戸橋  おせと  山口 fuji27199 

小瀬戸橋  こせと   山口 fuji50292 

小石橋   こいし   高知 fuji34099 

小石川橋  こいしかわ 東京 fuji00266 

小蹟橋   おぜき  熊本 fuji04436 

小千代橋  こちよ   熊本 fuji36463 

小川橋   おかわ  愛知 fuji32381 

小川橋   おがわ  岡山 fuji43502 

小川橋   おがわ  群馬 fuji51052 

小川橋   おがわ  大分 fuji10888 

小川橋   おがわ  東京 fuji00358 

小川橋   おがわ  徳島 fuji25156 

小川橋   おがわ  富山 fuji11628 

小川橋   おがわ  福岡 fuji25930 

小川橋   おがわ  兵庫 fuji13872 

小川橋   こかわ  高知 fuji15875 

小川橋   こがわ  秋田 fuji46305 

小川谷橋  おがわだに 東京 fuji49479 

小川添橋  こがわせ  鹿児 fuji01208 

小倉橋   おぐら   岡山 fuji34191 

小倉橋   おぐら   神奈 fuji19765 

小倉橋   おぐら   奈良 fuji27556 

小台橋   おだい  東京 fuji24628 

小滝沢橋  こたきざわ 宮城 fuji29546 

小谷橋   おたり  長野 fuji23876 

小谷橋   おや   福岡 fuji07448 

小谷木橋  こやぎ  岩手 fuji14939 

小樽川橋  こだるがわ 山形 fuji28574 

小鍛冶橋  こかじ   長野 fuji02936 

小池川橋  こいけがわ 兵庫 fuji30578 

小町橋   こまち   茨城 fuji21341 

小鳥原川橋   ひとなばらがわ  

         広島 fuji27703 

小天橋   しょうてん 京都 fuji17117 

小田橋   おだの  三重 fuji00279 

小田橋   こだ   岡山 fuji46456 

小田橋   こだ   岩手 fuji14277 

小田橋   こだ   鳥取 fuji33768 

小田原橋  おだわら  山梨 fuji02343 

小田原橋  おだわら  東京 fuji03865 

小田町橋  おだまち  愛媛 fuji22167 

小島橋   おしま   徳島 fuji35589 

小島橋   おじま   愛知 fuji32507 

小島橋   おじま   徳島 fuji44766 

小童子橋  こどうじ  青森 fuji25878 

小頓川橋  しょうとんがわ 北海 fuji16664 

小鍋橋   こなべ  静岡 fuji29242 

小南橋   こなん  和歌 fuji22104 

小日向橋  おびなた  群馬 fuji16077 

小入川橋  こいれがわ 秋田 fuji18558 

小波渡陸橋  こばと   山形 fuji16996 

小梅橋   こうめ   東京 fuji21683 

小梅橋   こごみ  神奈 fuji05237 

小幡橋   おばた  京都 fuji38652 

小畑橋   おばた  岡山 fuji28501 

小八峡橋  こやかえ  宮崎 fuji19182 

小半橋   おながら  大分 fuji08121 

小百橋   こびゃく  栃木 fuji39475 

小浜橋 おばまひゃっけん 福井 fuji35969 

小布施橋  おぶせ  長野 fuji08245 

小武川橋  こむかわ  山梨 fuji41248 

小壁橋   こかべ  奈良 fuji31332 

小歩危橋  こぼけ  徳島 fuji49157 

小峰橋   こみね  神奈 fuji08926 

小名木川橋  おなぎがわ 東京 fuji20863 

小鳴門橋  こなると  徳島 fuji40775 

小網橋   こあみ  岐阜 fuji16010 

小網橋   こあみ  東京 fuji19832 

小木津跨線橋 おぎつ  茨城 fuji43448 

小目沼橋  おめぬま  茨城 fuji36710 

小野橋   おの   宮城 fuji04339 

小野橋   おの   神奈 fuji38073 

小野原橋  おのはら  和歌 fuji27052 

小野川橋  おのがわ 愛媛 fuji24180 

小野川橋  おのがわ 千葉 fuji15269 

小野川橋  おのがわ 長野 fuji49525 

小野川橋  おのがわ 福岡 fuji07043 

小野川橋  おのがわ 福島 fuji23590 

小野津幌橋  このっぽろ 北海 fuji32311 

小野鶴橋  おのづる  大分 fuji39955 

小野柄橋  おのえ  兵庫 fuji01776 

小野牟田橋  おのむだ  福岡 fuji44979 

小矢部橋  おやべ  富山 fuji04368 

小矢部川橋  おやべがわ 富山 fuji07991 

小柳橋   こやなぎ  千葉 fuji23961 

小薮眼鏡橋  こやぶ  熊本 fuji01198 

小里橋    おさと  茨城 fuji21343 

小緑橋   こみどり  鹿児 fuji33440 

小和滝橋  こわだき  福岡 fuji08276 

小和沢橋  こわさわ  岐阜 fuji33010 

小和田橋  こわだ  東京 fuji30002 

小磧橋   こせき  熊本 fuji41306 

小筵橋   こむしろ  熊本 fuji01123 

庄境川橋  しょうざかいがわ  

         滋賀 fuji27926 

庄橋    しょう   福井 fuji00690 

庄垂川橋 しょうたれがわ 滋賀 fuji37448 

庄瀬橋   しょうぜ  新潟 fuji33505 

庄川橋   しょうかわ 富山 fuji24695 

庄内橋   しょうない 宮崎 fuji47743 

庄内橋   しょうない 山形 fuji25455 

庄内新川橋  しょうないしんかわ 

         愛知 fuji43314 

庄内川橋 しょうないがわ 愛知 fuji11087 

床並眼鏡橋  とこなみ  熊本 fuji01373 

承慶橋   しょうけい 岩手 fuji01283 

掌中橋   てなか  兵庫 fuji13241 

捷径橋   しょうけい 長野 fuji18359 

昇竜橋   しょうりゅう 神奈 fuji13240 

昌平橋   しょうへい 東京 fuji02899 

昭栄橋   しょうえい 香川 fuji31961 

昭栄橋   しょうえい 鹿児 fuji30064 

昭国橋   しょうくに  熊本 fuji50613 

昭代橋   しょうだい 大阪 fuji37127 

昭八橋   しょうはち 熊本 fuji25210 

昭明橋   しょうめい 栃木 fuji32457 

昭明橋   しょうめい 福岡 fuji25921 

昭和橋   しょうわ  茨城 fuji21337 

昭和橋   しょうわ  岡山 fuji20411 

昭和橋   しょうわ  岩手 fuji20982 

昭和橋   しょうわ  京都 fuji25569 

昭和橋   しょうわ  群馬 fuji30192 

昭和橋   しょうわ  香川 fuji28229 

昭和橋   しょうわ  埼玉 fuji15992 

昭和橋   しょうわ  山形 fuji22599 

昭和橋   しょうわ  鹿児 fuji21522 

昭和橋   しょうわ  新潟 fuji23473 

昭和橋   しょうわ  神奈 fuji18351 

昭和橋   しょうわ  静岡 fuji19820 

昭和橋   しょうわ  大阪 fuji23535 

昭和橋   しょうわ  長野 fuji20723 

昭和橋   しょうわ  福岡 fuji20905 

昭和橋架道橋 しょうわばし 東京 fuji23707 

昭和大橋  しょうわおお 新潟 fuji45162 

松ケ野橋  まつがや  熊本 fuji19740 

松井橋   まつい  東京 fuji00343 

松浦橋   まつうら  佐賀 fuji07609 

松栄橋   しょうえい 東京 fuji20690 

松栄橋   まつえい  大阪 fuji01213 

松永橋   まつなが  東京 fuji00667 

松岡橋   まつおか  福岡 fuji40362 

松橋    まつ   福岡 fuji27228 

松原橋   まつばら  京都 fuji04188 

松原橋   まつばら  鹿児 fuji19747 

松原橋   まつばら  大阪 fuji39946 

松原旋回橋  まつばら  滋賀 fuji19795 

松阪大橋 まつさかおお 三重 fuji00119 

松崎橋   まつざき  三重 fuji26061 

松山橋   まつやま  熊本 fuji13758 

松山橋   まつやま  鹿児 fuji13257 

松山橋   まつやま  東京 fuji28610 

松室大橋 まつむろおお 山口 fuji15352 

松住町架道橋 まつずみちょう  

         東京 fuji23531 

松森橋   まつもり  大阪 fuji53945 

松神橋   しょうじん 神奈 fuji36393 

松川橋   まつかわ  山形 fuji00705 

松川橋   まつかわ  長野 fuji16618 

松川橋   まつかわ  島根 fuji36809 

松川橋   まつかわ  福岡 fuji04659 

松川橋   まつかわ  福島 fuji09226 

松代橋   まつしろ  東京 fuji21921 

松大橋   まつおお  愛知 fuji37819 

松塚橋   まつづか  奈良 fuji23248 

松程橋   まつほど  山形 fuji04651 

松田橋   まつだ  沖縄 fuji05430 

松田橋   まつだ  神奈 fuji48162 

松田高架橋  まつだ  神奈 fuji51868 

松島橋   まつしま  宮城 fuji19102 

松島橋   まつしま  熊本 fuji48062 

松島橋   まつしま  大阪 fuji03336 

松島橋   まつしま  東京 fuji20017 

松島大橋 まつしまおお 宮城 fuji51613 

松之内橋  まつのうち 神奈 fuji47474 

松幡橋   まつばた  東京 fuji02750 

松尾橋   まつお  京都 fuji33707 
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松尾橋   まつお  鹿児 fuji14432 

松尾橋   まつお  大分 fuji17191 

松尾橋   まつお  長野 fuji43103 

松風橋   まつかぜ  愛媛 fuji10187 

松風橋   まつかぜ  香川 fuji37598 

松平橋   まつだいら 愛知 fuji14986 

松平橋   まつだいら 埼玉 fuji50678 

松本橋   まつもと  岡山 fuji27984 

松本橋   まつもと  神奈 fuji26934 

松本橋   まつもと  島根 fuji32512 

松本橋   まつもと  東京 fuji20845 

松本大橋 まつもとおお 山口 fuji00538 

松名瀬橋  まつなせ  三重 fuji44339 

松木橋   まつき  秋田 fuji47773 

松木川橋  まつきがわ 栃木 fuji13359 

松葉橋   まつば  福岡 fuji27826 

松齢橋   しょうれい 福岡 fuji04442 

樟津橋   くすつ   兵庫 fuji04402 

沼間跨線橋  ぬまま  神奈 fuji30599 

沼館橋   ぬまだて  秋田 fuji51615 

沼川橋   ぬまかわ  山形 fuji25907 

沼川橋   ぬまかわ  新潟 fuji24693 

沼田川大橋  ぬまたがわ 広島 fuji17572 

沼田大橋  ぬまたおお 北海 fuji40798 

沼部橋   ぬまべ  福岡 fuji33350 

沼野橋   ぬまの  神奈 fuji18539 

湘南小橋  しょうなんこ 神奈 fuji25998 

湘南大橋 しょうなんおお 神奈 fuji27747 

菖蒲橋   あやめ  佐賀 fuji13754 

菖蒲橋   あやめ  東京 fuji29577 

菖蒲橋   しょうぶ  新潟 fuji51970 

菖蒲橋   しょうぶ  和歌 fuji46698 

象ケ谷橋  ぞうがや  神奈 fuji48751 

象郷橋   ぞうごう  香川 fuji19727 

鉦打橋   かねうち  徳島 fuji25158 

鐘ケ淵橋  かねがふち 熊本 fuji09336 

鐘釣橋   かねつり  富山 fuji21774 

障子岩橋  しょうじいわ 大分 fuji16573 

鞘橋    さや   香川 fuji00222 

上ノ関大橋  かみのせきおお  

         山口 fuji53175 

上の橋   かみの  岩手 fuji00183 

上ノ橋   かみの  高知 fuji18314 

上ノ瀬橋   かみのせ 滋賀 fuji36603 

上の辻架道橋 うえのつじ 大阪 fuji25077 

上絢海橋 かみけんかい 香川 fuji50611 

上鮎喰橋  かみあくい 徳島 fuji01743 

上井草橋  うわいぐさ 福岡 fuji30887 

上宇曽川橋  かみうそがわ 

         滋賀 fuji27929 

上卯ノ木橋  かみうのき 神奈 fuji47464 

上碓氷川橋  かみうすいがわ  

         群馬 fuji11536 

上越大橋 じょうえつおお 群馬 fuji37632 

上堰橋   じょうせき 東京 fuji37975 

上岡橋   うわおか  茨城 fuji37199 

上屋地橋  かみやじ  徳島 fuji11503 

上加茂橋  かみかも  兵庫 fuji24101 

上河土橋  かみこうど 岡山 fuji28502 

上関之尾橋  かみせきのお 

         宮崎 fuji45830 

上丸木橋  かみまるき 岩手 fuji26821 

上岩木橋  かみいわき 青森 fuji06083 

上菊橋   かみきく  石川 fuji08562 

上宮橋   じょうぐう  高知 fuji37279 

上熊橋   かみくま  島根 fuji45456 

上桑原橋 かみくわばら 大阪 fuji45443 

上郡橋   かみごおり 兵庫 fuji08874 

上桂橋   かみかつら 北海 fuji36065 

上繋橋   かみつなぎ 大阪 fuji04195 

上月橋   こうづき  兵庫 fuji27951 

上戸橋   かみど  埼玉 fuji29193 

上五反田橋  かみごたんだ  

         岡山 fuji46466 

上御所橋  かみごしょ 京都 fuji27668 

上厚真大橋  かみあずまおお  

         北海 fuji41975 

上厚内跨線橋 かみあつない  

         北海 fuji44889 

上広瀬橋  かみひろせ 熊本 fuji52405 

上江橋   かみごう  埼玉 fuji07949 

上江川橋 かみごうがわ 島根 fuji10362 

上高岡橋 かみたかおか 鹿児 fuji26497 

上高室橋 かみたかむろ 大阪 fuji53946 

上高野橋  かみたかの 鹿児 fuji21822 

上今井橋  かみいまい 長野 fuji01751 

上今明橋 かみいまあけ 島根 fuji40272 

上妻橋   かみつま  群馬 fuji22676 

上笹下橋  かみささげ 神奈 fuji45315 

上札内橋 かみさつない 北海 fuji46767 

上山口橋 かみやまぐち 山形 fuji22225 

上山本橋 かみやまもと 神奈 fuji37859 

上市橋   かみいち  広島 fuji48800 

上若井橋  かみわかい 兵庫 fuji29584 

上手橋   かみて  鹿児 fuji27159 

上夙川橋 かみしゅくがわ 兵庫 fuji16746 

上小阿仁橋  かみこあに 秋田 fuji28347 

上小川橋  かみおがわ 茨城 fuji24869 

上松川橋 かみまつかわ 福岡 fuji07360 

上松川橋 かみまつかわ 福島 fuji03543 

上条跨線橋  じょうじょう 新潟 fuji22764 

上尻別橋 かみしりべつ 北海 fuji35304 

上新橋   かみしん  福井 fuji36024 

上新江川橋  かみしんえがわ  

         福井 fuji07761 

上新田橋 かみしんでん 東京 fuji39486 

上神崎川橋  かみかんざきがわ  

         大阪 fuji02414 

上人橋   しょうにん 福岡 fuji00376 

上水時橋 かみみずとき 大阪 fuji45441 

上杉橋   かみすぎ  山形 fuji17422 

上菅田橋  かみすげた 神奈 fuji33201 

上川橋   かみかわ 北海 fuji12420 

上川崎橋 かみかわさき 宮崎 fuji46252 

上船津橋  かみふなつ 大阪 fuji28415 

上船渡橋  かみぶなと 長野 fuji02028 

上荘橋   かみそう  兵庫 fuji20273 

上村橋   うえむら  熊本 fuji08235 

上村橋   かみむら  山口 fuji18900 

上村橋   かみむら  神奈 fuji51646 

上台橋   かみだい  山形 fuji03539 

上台橋   かみだい  神奈 fuji21387 

上大崎橋 かみおおさき 東京 fuji27707 

上大畑橋 かみおおはた 青森 fuji40481 

上大和橋  かみやまと 大阪 fuji14238 

上大和川橋  かみやまとがわ  

         奈良 fuji23626 

上地橋   うえじ   岐阜 fuji17307 

上中高橋 かみなかだか 鳥取 fuji27057 

上中津川橋  かみなかつがわ  

         鹿児 fuji08269 

上津屋橋  かみつや 京都 fuji32954 

上津久礼眼鏡橋 かみつくれ 

         熊本 fuji01189 

上塚橋   かみつか 愛知 fuji03324 

上鶴間橋  かみつるま 神奈 fuji25259 

上田橋   うえだ   長野 fuji05991 

上田瀬橋  あがたぜ  岐阜 fuji38590 

上田沢橋  かみたざわ 群馬 fuji25461 

上田渡橋  かみたど  愛媛 fuji17473 

上渡場橋 かみわたりば 大阪 fuji20148 

上島橋   かみしま  大阪 fuji23782 

上島橋   かみじま  静岡 fuji50582 

上湯田橋  かみゆだ  鹿児 fuji15033 

上南方橋 かみみなみかた  

         宮崎 fuji33975 

上之橋   かみの  埼玉 fuji26900 

上之橋   かみの  東京 fuji00257 

上之川橋  かみのかわ 和歌 fuji26106 

上之湯橋  かみのゆ 鹿児 fuji09512 

上萩野橋  かみはぎの 愛媛 fuji18866 

上柏尾橋  かみかしお 神奈 fuji23998 

上白石橋 かみしろいし 北海 fuji21734 

上八川口橋  かみやかわぐち  

         高知 fuji26335 

上板橋   かみいた  京都 fuji18640 

上飯田原跨線橋 かみいいだはら  

         神奈 fuji44196 

上飯尾川橋  かみいのがわ  

         徳島 fuji30622 

上姫川橋 かみひめかわ 北海 fuji48855 

上武橋   じょうぶ  群馬 fuji16449 

上武庫橋  かみむこ  兵庫 fuji19582 

上武大橋  じょうぶおお 埼玉 fuji25606 

上分橋   かみぶん 高知 fuji25272 

上平井橋  かみひらい 東京 fuji17433 

上平橋   うわたいら 栃木 fuji33067 

上幌向川橋  かみほろむいがわ 

         北海 fuji52409 

上麻生橋  かみあそう 岐阜 fuji52393 

上無川橋  ゆきあい  山形 fuji21326 

上牟田橋  じょうむた 鹿児 fuji03696 

上野橋   うえの  京都 fuji11237 

上野原橋  うえのはら 山梨 fuji52388 

上野大通架道橋 うえのおおどおり  

         東京 fuji17804 

上野本橋  かみのもと 埼玉 fuji16703 

上柳橋   かみやなぎ 広島 fuji50053 

上湧別橋 かみゆうぺつ 北海 fuji47194 

上淀川橋 かみよどがわ 大阪 fuji08944 

上輪橋   あげわ  新潟 fuji46590 

上路橋   あげろ  新潟 fuji48366 

上脇橋   かみわき  鹿児 fuji30632 

上枡谷橋 かみますたに 京都 fuji49490 

上渕橋   かみふち  茨城 fuji29935 

城ケ島大橋  じょうがしまおお  

         神奈 fuji39776 

城井川橋  きいがわ  福岡 fuji30742 

城海津跨線橋 しろかいつ 愛知 fuji33084 

城巻橋   じょうまき 新潟 fuji51650 

城原川橋 じょうばるかわ 佐賀 fuji06282 

城崎大橋  きのさき  兵庫 fuji36279 

城山橋   しろやま  岐阜 fuji43215 

城山橋   しろやま  新潟 fuji40382 

城山橋   しろやま  兵庫 fuji22100 

城山三連橋 きやまさんれん 福岡 fuji05635 

城山大橋 しろやまおお 神奈 fuji47281 

城瀬橋   じょうせ  鹿児 fuji20462 

城西橋   しろにし  静岡 fuji22716 

城前橋   しろまえ  長野 fuji37113 

城代橋   じょうだい 静岡 fuji07895 

城谷橋   じょうや  島根 fuji05320 

城島橋   じょうじま  大阪 fuji44989 

城島小橋  じょうじまこ 大阪 fuji47123 

城東橋   じょうとう  大阪 fuji47128 

城辺橋   じょうへんびくに  

         東京 fuji21793 

城北橋   じょうほく  大阪 fuji28418 

城北川橋 しろきたがわ 大阪 fuji28417 

城嶺橋   しろがね  愛知 fuji11086 

常安橋   じょうあん 滋賀 fuji38465 

常安橋   じょうあん 大阪 fuji03077 

常井橋   ときい   茨城 fuji38280 

常永橋   じょうえい 滋賀 fuji27015 

常願寺川橋  じょうがんじかわ  

         富山 fuji10931 
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常橋    じょう   福岡 fuji09088 

常総橋   じょうそう  茨城 fuji49450 

常総大橋 じょうそうおお 茨城 fuji40760 

常徳橋   じょうとく  大阪 fuji38607 

常盤橋   じょうばん 京都 fuji23008 

常盤橋   ときわ  愛知 fuji48537 

常盤橋   ときわ  茨城 fuji25837 

常盤橋   ときわ  岡山 fuji21830 

常盤橋   ときわ  山口 fuji28898 

常盤橋   ときわ  新潟 fuji22965 

常盤橋   ときわ  神奈 fuji26929 

常盤橋   ときわ  長野 fuji02135 

常盤橋   ときわ  徳島 fuji04506 

常盤橋   ときわ  福岡 fuji00157 

常盤橋   ときわ  北海 fuji43322 

常盤橋．   ときわ  大阪 fuji02247 

常盤町架道橋 ときわちょう 北海 fuji28549 

常磐橋   ときわ  埼玉 fuji17774 

常磐橋   ときわ  山形 fuji02879 

常磐橋   ときわ  東京 fuji02624 

常包橋   つねかね 香川 fuji24831 

常葉（盤）橋  ときわ  広島 fuji21311 

常陸橋   ひたち  福岡 fuji38072 

常陸山橋  ひたちやま 茨城 fuji22251 

常呂橋   ところ   北海 fuji43241 

常呂川橋  ところかわ 北海 fuji22740 

浄国橋   じょうこく  東京 fuji41218 

浄徳橋   じょうとく  和歌 fuji17338 

植松橋   うえまつ  埼玉 fuji32638 

植松橋   はこまつ  大分 fuji19178 

植松川橋 うえまつがわ 岡山 fuji11664 

植田橋   うえだ   大阪 fuji02012 

植苗橋   うえない  北海 fuji34643 

植柳橋   うやなぎ  熊本 fuji21899 

織笠橋   おりかさ  岩手 fuji25889 

織笠大橋 おりかさおお 岩手 fuji53173 

織機橋   おりはた  山形 fuji22224 

尻高橋   しりたか  岩手 fuji15359 

尻切橋   しりきれ  香川 fuji42625 

尻内橋   しりうち  青森 fuji06896 

尻平橋   しったい  岩手 fuji50645 

尻平川橋 しったいかわ 岩手 fuji15751 

尻別橋   しりべつ  北海 fuji51137 

尻別跨線橋  しりべつ  北海 fuji51352 

尻別川橋 しりべつがわ 北海 fuji09890 

尻無川橋  しりなしがわ 大阪 fuji19931 

尻毛橋   しっけ   岐阜 fuji04563 

信楽大橋 しがらきおお 滋賀 fuji34725 

信貴大橋  しぎおお  奈良 fuji46604 

信玄橋   しんげん  山梨 fuji00723 

信砂川橋 のぶすなかわ 北海 fuji15742 

信取橋   のぶとり  北海 fuji34426 

信濃橋   しなの  大阪 fuji12908 

信濃川橋  しなのがわ 新潟 fuji07975 

信濃川大橋  しなのがわおお  

         新潟 fuji51273 

信濃川分水橋  しなのがわぶんすい  

         新潟 fuji31639 

信夫橋   しのぶ  福岡 fuji04658 

信夫大橋  しのぶおお 福岡 fuji48737 

寝屋川橋  ねやがわ 大阪 fuji20945 

心斎橋   しんさい  大阪 fuji00215 

新（真）猿橋  しんさる  神奈 fuji15070 

新旭橋   しんあさひ 山口 fuji46989 

新旭橋   しんきょく  北海 fuji16428 

新井郷川橋  にいごうがわ  

         新潟 fuji36263 

新井田橋  にいだ  宮城 fuji22219 

新井田橋  にいだ  山形 fuji05974 

新井田橋  にいだ  青森 fuji00886 

新井田川橋  にいだかわ 青森 fuji17250 

新井田川橋  にいだがわ 山形 fuji13351 

新井野橋  あらいの  東京 fuji21375 

新井羅原橋  しんいらはら 

         島根 fuji53119 

新磯馴橋  しんそなれ 茨城 fuji47798 

新一橋   しんいち  大阪 fuji00230 

新羽橋   にっぱ  神奈 fuji32938 

新栄橋   しんえい  群馬 fuji24627 

新栄橋   しんえい  広島 fuji10760 

新栄橋   しんえい  神奈 fuji47572 

新永久橋 しんえいきゅう 東京 fuji19106 

新永田橋  しんながた 大阪 fuji51464 

新猿橋   しんさる  山梨 fuji23534 

新屋橋   あたらしや 富山 fuji02394 

新屋橋   あらや  秋田 fuji15383 

新屋敷橋  あらやしき 神奈 fuji50245 

新屋敷橋  しんやしき 山形 fuji24858 

新下府橋  しんしもえう 島根 fuji40623 

新河岸橋  しんがし  東京 fuji32232 

新河橋   しんかわ  茨城 fuji47655 

新臥龍橋  しんがりゅう 山形 fuji51620 

新改橋   しんかい  鹿児 fuji13766 

新開橋   しんかい  神奈 fuji24690 

新開橋   しんかい  東京 fuji21106 

新開橋   しんかい  栃木 fuji14882 

新開橋   しんがい  鹿児 fuji22448 

新葛飾橋 しんかつしか 東京 fuji48124 

新鰹座橋 しんかつおざ 大阪 fuji42253 

新冠橋   にいかっぷ 北海 fuji40903 

新閑羅瀬橋  しんしずらせ  

         愛知 fuji50016 

新眼鏡橋  しんめがね 佐賀 fuji52222 

新喜多橋  しぎた   大阪 fuji25645 

新喜多大橋  しぎたおお 大阪 fuji35296 

新亀島橋 しんかめじま 東京 fuji04127 

新菊名橋  しんきくな 神奈 fuji45634 

新吉原橋  しんよしはら 神奈 fuji51801 

新吉野橋  しんよしの 神奈 fuji52340 

新京橋   しんきょう 岡山 fuji43270 

新京橋   しんきょう 高知 fuji01840 

新京橋   しんきょう 東京 fuji21792 

新橋    しん   愛知 fuji44909 

新橋    しん   岡山 fuji15491 

新橋    しん   熊本 fuji22429 

新橋    しん   埼玉 fuji25974 

新橋    しん   山形 fuji03390 

新橋    しん   山口 fuji02376 

新橋    しん   滋賀 fuji24050 

新橋    しん   新潟 fuji51964 

新橋    しん   神奈 fuji27241 

新橋    しん   青森 fuji44051 

新橋    しん   千葉 fuji20782 

新橋    しん   大阪 fuji02006 

新橋    しん   島根 fuji34625 

新橋    しん   東京 fuji04133 

新橋    しん   福岡 fuji28577 

新橋    しん   兵庫 fuji21452 

新橋    しん   北海 fuji18332 

新橋    にい   静岡 fuji18094 

新橋    みい   沖縄 fuji00426 

新興橋   しんこう  和歌 fuji34371 

新玉橋   あらたま  神奈 fuji26265 

新金谷橋  しんかなや 岡山 fuji46467 

新空知橋  しんそらち 北海 fuji46769 

新熊の沢橋  しんくまのさわ  

         栃木 fuji48040 

新桑曲橋 しんくわまがり 福岡 fuji47169 

新敬川橋  しんうやがわ 島根 fuji46985 

新桂川橋 しんかつらがわ 山梨 fuji50930 

新月橋   しんげつ  東京 fuji18767 

新月橋   しんづき  高知 fuji08493 

新兼山橋 しんかねやま 岐阜 fuji49487 

新古川橋 しんふるかわ 東京 fuji26737 

新古潭橋  しんこたん 北海 fuji43384 

新己斐橋  しんこい  広島 fuji46736 

新五月橋  しんさつき 奈良 fuji46731 

新御園橋  しんみその 愛知 fuji41272 

新光橋   しんこう  大阪 fuji48796 

新幸橋  しんさいわい 東京 fuji21681 

新江戸橋  しんえど  三重 fuji38013 

新港橋   しんみなと 神奈 fuji11978 

新荒川大橋  しんあらかわおお  

         東京 fuji48132 

新香橋   しんこう  兵庫 fuji43650 

新高橋   しんたか  東京 fuji00491 

新高橋   しんたか  福岡 fuji26250 

新高橋   にいたか  三重 fuji11090 

新国境橋 しんこっきょう 富山 fuji48373 

新今里橋  しんいまざと 大阪 fuji42440 

新根方橋  しんねかた 東京 fuji45292 

新佐賀橋  しんさが  埼玉 fuji24528 

新佐々橋  しんさざ  長崎 fuji45812 

新佐野渡橋  しんさのわたり  

         奈良 fuji29921 

新在家橋  しんざいけ 兵庫 fuji23241 

新桜橋   しんさくら  東京 fuji22009 

新三国橋  しんみくに 大阪 fuji23645 

新三国大橋  しんみくにおお  

         群馬 fuji43148 

新三崎橋  しんみさき 東京 fuji09743 

新山王橋  しんさんのう 神奈 fuji49573 

新山舟橋  しんざん  岩手 fuji00366 

新山清路橋  しんさんせいじ  

         長野 fuji46610 

新山名橋  しんやまな 東京 fuji20028 

新四ッ谷見附橋 しんよつやみつけ  

         東京 fuji21067 

新四方池橋  しんしほういけ  

         熊本 fuji51715 

新糸岐橋  しんいとき 佐賀 fuji44641 

新寺井橋  しんてらい 滋賀 fuji38170 

新治橋   にいはる  神奈 fuji53491 

新鹿橋   あたしか  三重 fuji37872 

新鴫野橋  しんしぎの 大阪 fuji26572 

新芝橋   しんしば  東京 fuji37210 

新酒匂   しんさかわ 神奈 fuji48359 

新寿橋   しんことぶき 山口 fuji33849 

新寿橋   しんじゅ  長野 fuji24599 

新舟橋   しんふね  福岡 fuji33015 

新十三大橋  しんじゅうそうおお  

         大阪 fuji49614 

新戎橋   しんえびす 大阪 fuji06868 

新宿橋   しんじゅく 埼玉 fuji32190 

新宿跨線橋  しんじゅく 東京 fuji17280 

新出雲郷橋  しんあだかや  

         島根 fuji42182 

新出入橋  しんでいり 大阪 fuji12518 

新小橋   しんこ   東京 fuji21697 

新小金井橋  しんこがねい 

         東京 fuji49258 

新庄橋   しんじょう 京都 fuji29815 

新庄橋   しんじょう 広島 fuji23436 

新庄橋   しんじょう 滋賀 fuji04186 

新庄川橋 しんしょうかわ 富山 fuji10072 

新庄大橋 しんじょうおお 岡山 fuji51311 

新松川橋 しんまつかわ 山形 fuji07356 

新上橋   しんかん  鹿児 fuji01251 

新城橋   しんじょう 青森 fuji29162 

新城橋   しんじょう 静岡 fuji40910 

新城橋   しんしろ  愛知 fuji18498 

新城東橋 しんじょうとう 福井 fuji35757 

新場橋   しんば  東京 fuji02313 

新常盤橋  しんときわ 東京 fuji15295 

新森小路橋  しんもりしょうじ  

         大阪 fuji29423 
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新神影橋  しんみかげ 岡山 fuji53695 

新神橋   しんがめ  三重 fuji27266 

新神前橋 しんかみまえ 岡山 fuji42603 

新神谷橋  しんかみや 東京 fuji46750 

新神通川橋  しんじんづがわ 

         富山 fuji10892 

新神明橋 しんしんめい 神奈 fuji33894 

新吹野橋  しんふきの 熊本 fuji32005 

新水道橋架道橋 しんすいどうばし  

         東京 fuji09913 

新数寄屋橋  しんすきや 東京 fuji38773 

新世安橋  しんよやす 熊本 fuji43261 

新瀬戸橋  しんせと  静岡 fuji50913 

新成生橋  しんなりう 北海 fuji49672 

新清橋   しんせい  北海 fuji16431 

新生大橋  しんせい  秋田 fuji41904 

新青木橋  しんあおき 佐賀 fuji44166 

新青柳橋 しんあおやぎ 高知 fuji49620 

新石橋   しんいし  奈良 fuji30230 

新石狩大橋  しんいしかりおお  

         北海 fuji50893 

新川暗閘  しんかわあんこう  

         新潟 fuji17176 

新川橋   あらかわ  神奈 fuji47084 

新川橋   あらかわ  石川 fuji29468 

新川橋   しんかわ  愛知 fuji13404 

新川橋   しんかわ  香川 fuji07604 

新川橋   しんかわ  山形 fuji38993 

新川橋   しんかわ  山口 fuji08945 

新川橋   しんかわ  滋賀 fuji45766 

新川橋   しんかわ  鹿児 fuji06565 

新川橋   しんかわ  秋田 fuji43190 

新川橋   しんかわ  千葉 fuji24905 

新川橋   しんかわ  大阪 fuji17954 

新川橋   しんかわ  島根 fuji11654 

新川橋   しんかわ  東京 fuji10061 

新川橋   しんかわ  福岡 fuji11561 

新川橋   しんかわ  兵庫 fuji10852 

新川尻橋 しんかわじり 岐阜 fuji41944 

新川川橋 にっかわがわ 宮城 fuji28449 

新川中橋 しんかわなか 愛知 fuji44951 

新川島橋 しんかわしま 神奈 fuji43593 

新扇橋   しんおおぎ 東京 fuji20857 

新泉田川橋  しんいずみたがわ  

         山形 fuji51625 

新浅茅野橋  しんあさじの 北海 fuji49667 

新浅野川橋  しんあさのがわ  

         滋賀 fuji47179 

新禅馬橋  しんぜんば 神奈 fuji40219 

新倉橋   しんくら  広島 fuji27073 

新早戸橋  しんはやと」 茨城 fuji49075 

新早川橋 しんはやかわ 山梨 fuji51734 

新相模大橋  しんさがみおお  

         神奈 fuji52538 

新荘川橋 しんじょうかわ 高知 fuji25178 

新代継橋  しんよつぎ 熊本 fuji09049 

新大井橋  しんおおい 大阪 fuji52944 

新大橋   しんおお  佐賀 fuji16563 

新大橋   しんおお  新潟 fuji21614 

新大橋   しんおお  神奈 fuji31380 

新大橋   しんおお  青森 fuji36167 

新大橋   しんおお  島根 fuji11860 

新大橋   しんおお  東京 fuji00494 

新大橋   しんだい  鹿児 fuji11181 

新大山橋 しんだいさん 鳥取 fuji43672 

新大手橋  しんおおて 京都 fuji29920 

新大沼橋 しんおおぬま 和歌 fuji49535 

新大杉谷橋  しんおおすぎたに  

         三重 fuji35983 

新大和橋  しんやまと 大阪 fuji02140 

新第三笹子川橋 ささごがわ  

         山梨 fuji48764 

新宅橋   しんたく  香川 fuji34263 

新沢橋   にいざわ  福岡 fuji27501 

新濁川橋 しんにごりかわ 三重 fuji46652 

新竪川橋 しんたてかわ 東京 fuji20923 

新谷橋   しんたに  神奈 fuji53544 

新男鹿橋  しんおじか 栃木 fuji24499 

新地橋   しんち   鹿児 fuji21520 

新池の山橋  しんいけのやま  

大         大分 fuji52365 

新築橋   しんちく  東京 fuji05843 

新中橋   しんなか  東京 fuji22616 

新中川橋 しんなかがわ 兵庫 fuji43298 

新潮鶴橋 しんしおつる 神奈 fuji50387 

新町橋   しんまち  香川 fuji35606 

新町橋   しんまち  埼玉 fuji04889 

新町橋   しんまち  三重 fuji05032 

新町橋   しんまち  静岡 fuji00742 

新町橋   しんまち  大阪 fuji01810 

新町橋   しんまち  徳島 fuji00110 

新町橋   しんまち  兵庫 fuji18817 

新町高架橋  しんまち  奈良 fuji30381 

新長津田橋  しんながつだ  

         神奈 fuji49992 

新津江橋  しんつえ  福岡 fuji32983 

新津大橋  にいつ  新潟 fuji27871 

新辻橋   しんつじ  東京 fuji00507 

新鶴見橋  しんつるみ 神奈 fuji30752 

新天狗橋  しんてんぐ 宮城 fuji38713 

新天満橋  しんてんま 大阪 fuji15811 

新伝法大橋  しんでんぽうおお  

         大阪 fuji52485 

新田越橋  しんたごし 神奈 fuji46669 

新田間橋  あらたま  神奈 fuji01515 

新田橋   しんでん  高知 fuji08117 

新田橋   しんでん  千葉 fuji27166 

新田橋   しんでん  東京 fuji30166 

新田橋   にいだ  山形 fuji10044 

新田橋   にいだ  福岡 fuji04311 

新田橋   にった  東京 fuji23594 

新田山橋 しんでんやま 鹿児 fuji17758 

新田川橋  にったがわ 山形 fuji13833 

新田町跨線橋 しんでんまち 

         岩手 fuji53463 

新田目橋  にいだめ  秋田 fuji28149 

新渡川橋  しんどがわ 宮崎 fuji32527 

新渡辺橋 しんわたなべ 大阪 fuji00871 

新都橋   しんみやこ 東京 fuji48183 

新島橋   にいじま  東京 fuji31135 

新道橋   しんみち  山梨 fuji52387 

新道橋   しんみち  大阪 fuji36338 

新那珂橋  しんなか  栃木 fuji26772 

新難波橋  しんなんば 大阪 fuji13451 

新日野橋  しんひの  鳥取 fuji50969 

新波橋   あらわ  秋田 fuji34887 

新馬込高架橋 しんまごめ 東京 fuji29652 

新箸別橋 しんはしべつ 北海 fuji44960 

新櫨橋   しんはぜ  大阪 fuji13868 

新発田跨線橋 しばた  新潟 fuji46635 

新飯塚橋  しんいいつか  

         福岡 fuji27115 

新飯田橋  しんいいだ 東京 fuji10060 

新飯野橋  しんいいの 福岡 fuji04919 

新樋橋   しんとい  長野 fuji24805 

新樋口橋  しんとよぐち 神奈 fuji51057 

新浜橋   しんはま  佐賀 fuji53391 

新浜橋   しんはま  東京 fuji13645 

新浜橋   にいはま  神奈 fuji47475 

新富橋   しんとみ  東京 fuji03861 

新富町架道橋 しんとみちょう  

         北海 fuji11684 

新風祭橋 しんかざまつり 神奈 fuji48163 

新福崎橋  しんふくざき 大阪 fuji48054 

新淵橋   しんえん  長野 fuji03311 

新兵衛橋  しんべえ  愛媛 fuji35478 

新平井橋  しんひらい 東京 fuji21537 

新弁天橋 しんべんてん 三重 fuji52317 

新弁天橋 しんべんてん 神奈 fuji22956 

新保橋   しんぼ  福井 fuji07857 

新豊橋   しんゆたか 北海 fuji53417 

新墨之江橋  しんすみのえ  

         大阪 fuji38913 

新堀橋   しんぼり  熊本 fuji16936 

新堀橋   しんぼり  東京 fuji00750 

新堀川橋 しんほりかわ 兵庫 fuji02035 

新埋田橋  しんうめだ 神奈 fuji33893 

新妹山橋 しんいもやま 奈良 fuji22101 

新湊川大橋  しんみなとがわおお  

         兵庫 fuji17809 

新蓑島橋 しんみのしま 福岡 fuji48651 

新名西橋 しんめいせい 愛知 fuji44936 

新明橋   しんめい  埼玉 fuji52088 

新明治橋  しんめいじ 広島 fuji48417 

新明治橋  しんめいじ 大阪 fuji51076 

新免眼鐘橋  しんめん  熊本 fuji01182 

新茂宮橋  しんもみや 茨城 fuji44295 

新木曽川橋  しんきそがわ  

         愛知 fuji52437 

新問寒別大橋 しんといかんべつおお 

         北海 fuji44736 

新柳生橋 しんりゅうせい 新潟 fuji44969 

新有楽橋  しんゆうらく 東京 fuji18413 

新用悪水路橋 しんようあくすいろ  

         大阪 fuji24063 

新淀川橋 しんよどがわ 大阪 fuji17221 

新立花橋 しんたちばな 岐阜 fuji46599 

新立橋   しんだて  愛媛 fuji05942 

新流川橋  しんながれかわ  

         山梨 fuji46759 

新良橋   しんりょう 神奈 fuji48149 

新六の橋  しんろくの 東京 fuji35343 

新杣川橋 しんそまがわ 滋賀 fuji48630 

森安橋   もりやす  愛媛 fuji24178 

森永橋   もりなが  神奈 fuji40215 

森永橋   もりなが  東京 fuji14037 

森下橋   もりのした 熊本 fuji30155 

森戸橋   もりと   神奈 fuji15120 

森戸川橋  もりとがわ 神奈 fuji49589 

森坂大橋  もりさかおお 島根 fuji48409 

森山橋   もりやま  鹿児 fuji27160 

森住橋   もりずみ  東京 fuji21381 

森小路架道橋 もりしょうじ 大阪 fuji25079 

森上橋   もりあげ  愛知 fuji50958 

森石橋   もりいし  富山 fuji18422 

森川橋   もりかわ  静岡 fuji05776 

森巣橋   もりす   大阪 fuji01575 

森村橋   もりむら  静岡 fuji10444 

森町跨線橋  もりまち  神奈 fuji47086 

森本橋   もりもと  新潟 fuji44808 

森本橋   もりもと  兵庫 fuji24079 

深浦橋   ふかうら  鳥取 fuji38676 

深海橋   ふかみ  長崎 fuji41303 

深角眼鏡橋  ふかずみ 宮崎 fuji04663 

深角橋   ふかずみ 宮崎 fuji12781 

深角水路橋  ふかずみ 宮崎 fuji01204 

深見橋   ふかみ  静岡 fuji26038 

深山橋   みやま  東京 fuji36797 

深沼橋   ふかぬま  宮城 fuji26446 

深水橋   ふかみず 熊本 fuji48064 

深瀬橋   ふかせ  大分 fuji07243 

深瀬大橋  ふかぜおお 石川 fuji13217 

深川橋   ふかがわ 広島 fuji51082 

深川橋   ふかがわ 北海 fuji14665 

深川大橋 ふかかわおお 北海 fuji41935 

深沢橋   ふかざわ  栃木 fuji49804 
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深谷橋   ふかや  三重 fuji23551 

深谷大橋 ふかだにおお 島根 fuji41951 

深坪橋   ふかつぼ 神奈 fuji51807 

深田橋   ふかだ  京都 fuji00515 

深野橋   ふかや  宮城 fuji02301 

深里橋   ふかり  大阪 fuji09788 

申合谷橋  さるごうだに 山口 fuji17721 

真栄町架道橋 まさかえちょう  

         北海 fuji11685 

真加子橋  まかご  岡山 fuji21465 

真弓橋   まゆみ  愛知 fuji15001 

真弓橋   まゆみ  京都 fuji17102 

真黒橋   まぐろ   鹿児 fuji27535 

真坂橋   まさか  宮城 fuji28561 

真城橋   しんじょう 福岡 fuji29640 

真人沢水路橋 まっとざわ 新潟 fuji32472 

真政船橋  さねまさ  群馬 fuji03122 

真中橋   まなか  秋田 fuji27739 

真泥橋   みどろ  三重 fuji11841 

真木橋   まき   福岡 fuji21744 

神ノ浦橋   こうのうら 長崎 fuji07531 

神浦橋   かみのうら 鹿児 fuji08931 

神影橋   みかげ  岡山 fuji06992 

神岡大橋 かみおかおお 岐阜 fuji48051 

神賀橋   じんが  高知 fuji17062 

神楽橋   かぐら  北海 fuji26220 

神宮橋   じんぐう  茨城 fuji20994 

神宮橋   じんぐう  鹿児 fuji13258 

神宮寺橋  じんぐうじ 静岡 fuji18732 

神居大橋  かむいおお 北海 fuji07953 

神峡橋   じんきょう 富山 fuji31598 

神橋    かんばし  岡山 fuji29136 

神橋    しん   宮崎 fuji31180 

神橋    しん   群馬 fuji00581 

神橋    しん   福岡 fuji12644 

神橋    しんきょう 栃木 fuji00241 

神興橋   しんこう  高知 fuji14121 

神原橋   かんばら  広島 fuji28004 

神戸橋   かんど  島根 fuji46686 

神戸橋   かんべ  岐阜 fuji24797 

神戸橋   ごうど   神奈 fuji28619 

神戸橋   ごうど   長野 fuji11804 

神戸川橋  かんどがわ 島根 fuji12913 

神戸川橋  こうどが わ 愛知 fuji06306 

神幸橋   しんこう  愛媛 fuji23555 

神崎橋   かんざき  大阪 fuji17322 

神崎橋   かんざき  兵庫 fuji22815 

神崎橋   こうざき  千葉 fuji39651 

神崎川橋 かんざきがわ 大阪 fuji11637 

神崎大橋 かんざきおお 大阪 fuji18645 

神崎大橋  こうざきおお 千葉 fuji49477 

神埼橋   かんざき  佐賀 fuji37659 

神子橋   かみこ  大阪 fuji42255 

神子橋   こうし   鹿児 fuji24223 

神子畑橋  みこはた  兵庫 fuji04654 

神社橋   じんしゃ  鹿児 fuji19892 

神取橋   かんどり  宮城 fuji23494 

神洲橋   かみす  大阪 fuji26532 

神宿橋   かんじゅく 大分 fuji15667 

神瀬橋   こうのせ  熊本 fuji28793 

神瀬新橋  かみせ  三重 fuji46601 

神仙橋   しんせん  北海 fuji18942 

神川橋   かみかわ 神奈 fuji29460 

神川橋   かんがわ 静岡 fuji16888 

神泉苑橋 しんせんえん 京都 fuji17318 

神前橋   かみまえ  神奈 fuji32648 

神前橋   かんざき  香川 fuji18934 

神前橋   しんぜん  福岡 fuji28576 

神前橋   しんぜん  兵庫 fuji27954 

神代橋   かんだい  徳島 fuji03094 

神代橋   くましろ  福岡 fuji29925 

神代橋   じんだい  東京 fuji29505 

神谷橋   かみや  東京 fuji32096 

神地谷橋  こんじや  三重 fuji32249 

神津此吊橋  こうずこう 山口 fuji34260 

神通橋   じんづ  徳島 fuji40797 

神通橋   じんづ  富山 fuji07168 

神通川橋  じんづがわ 富山 fuji08277 

神通川舟橋  じんづがわ 富山 fuji00332 

神通大橋 じんづうおお 富山 fuji29466 

神塚橋   かみつか 東京 fuji26460 

神田橋   かんた  島根 fuji30657 

神田橋   かんだ  広島 fuji00349 

神田橋   かんだ  青森 fuji11361 

神田橋   かんだ  石川 fuji29467 

神田橋   かんだ  東京 fuji01938 

神田橋   しんだ  秋田 fuji05480 

神田橋   じんでん  静岡 fuji29412 

神田橋   じんでん  長野 fuji36767 

神田川橋  かんだかわ 東京 fuji17701 

神田川橋  かんだがわ 奈良 fuji22103 

神島橋   かしま  広島 fuji27580 

神島橋   かみじま  静岡 fuji31554 

神島橋   こうのしま 岡山 fuji53187 

神納橋   かんな  島根 fuji20404 

神納橋   しんのう  愛媛 fuji07605 

神納橋   しんのう  北海 fuji41934 

神武橋   じんむ  岡山 fuji27996 

神淵橋   しんえん  長野 fuji01642 

神明橋   しんめい  愛媛 fuji11175 

神明橋   しんめい  大阪 fuji27032 

神明橋   しんめい  東京 fuji22609 

神門橋   かみと  鹿児 fuji02211 

神野橋   こうの   和歌 fuji28718 

神立橋   かんだち  島根 fuji02835 

神流川橋  かんながわ 群馬 fuji22911 

神流川橋  かんながわ 埼玉 fuji25668 

神路橋   かみじ  東京 fuji34907 

神路大橋  かみじおお 大阪 fuji37821 

神穩橋   かみかくし 神奈 fuji47571 

秦野橋   はだの  神奈 fuji08077 

親ノ沢橋   おやのさわ 長野 fuji26631 

親川橋   おやかわ 秋田 fuji45597 

親沢橋   おやざわ  長野 fuji28365 

親鼻橋   おやはな  埼玉 fuji09239 

親父橋   おやじ  東京 fuji00357 

親木橋   おやき  神奈 fuji08829 

親和橋   しんわ  岩手 fuji38885 

親和橋   しんわ  大阪 fuji05394 

身延橋   みのぶ  山梨 fuji16492 

身馴川橋  みなれがわ 埼玉 fuji24671 

進運橋   しんうん  福岡 fuji28580 

針尾橋   はりお  長崎 fuji30711 

針本橋   はりもと  鹿児 fuji26190 

人吉橋   ひとよし  熊本 fuji34532 

人首川大橋  ひとかべがわおお  

         岩手 fuji32135 

人通川橋 ひととおりがわ 滋賀 fuji00768 

人里橋   へんぼり  東京 fuji51794 

人和橋   じんわ  新潟 fuji29735 

仁井田橋  にいだ  茨城 fuji37318 

仁井田橋  にいだ  福岡 fuji14881 

仁宇谷橋  にうだに  徳島 fuji29047 

仁郷橋   にごう   北海 fuji37806 

仁川橋   にがわ  兵庫 fuji15820 

仁川口橋  にがわぐち 兵庫 fuji21453 

仁田尾橋  にたお  熊本 fuji01233 

仁保橋   にほ   広島 fuji25634 

仁保橋   にほ   滋賀 fuji05895 

仁淀川橋  によどがわ 高知 fuji10136 

甚兵衛橋  じんべえ  東京 fuji00476 

陣屋下橋  じんやしも 神奈 fuji47472 

陣屋橋   じんや  神奈 fuji33136 

陣屋上橋  じんやかみ 神奈 fuji48997 

陣場大橋  じんばおお 秋田 fuji46625 

陣之下橋  じんのした 鹿児 fuji25231 

靭橋    うつぼ  大阪 fuji20155 

 

ス 
諏訪橋   すわ   山形 fuji51394 

諏訪橋   すわ   東京 fuji21373 

諏訪橋   すわ   兵庫 fuji22367 

諏訪之橋  すわの  神奈 fuji50398 

諏訪脇橋  すわわき  鹿児 fuji27156 

須雲橋   すぐも   神奈 fuji42032 

須雲川橋  すくもがわ 神奈 fuji21858 

須賀橋   すか   神奈 fuji25315 

須賀橋   すが   愛媛 fuji24177 

須賀橋   すが   鹿児 fuji30158 

須賀橋   すが   東京 fuji02322 

須賀川橋  すかがわ 福岡 fuji04310 

須原橋   すはら  京都 fuji21429 

須原橋   すばる  熊本 fuji52226 

須古橋   すこ   鹿児 fuji48851 

須戸橋   すど   埼玉 fuji22268 

須川橋   すかわ  秋田 fuji29116 

須川橋   すがわ  新潟 fuji46162 

須川水路橋  すかわ  群馬 fuji20781 

須多田橋  すだた  山口 fuji37472 

須津川橋  すどがわ  静岡 fuji33748 

須田橋   すだ   熊本 fuji01418 

酢川橋   すかわ  山形 fuji08975 

図師大橋  ずしおお  東京 fuji31698 

図目木橋  ずめき  宮崎 fuji30627 

逗子橋   ずし   神奈 fuji47469 

吹浦橋   ふくら   山形 fuji53598 

吹上橋   ふきあげ  埼玉 fuji24895 

吹上橋   ふきあげ  東京 fuji21374 

吹田大橋  すいたおお 大阪 fuji27572 

垂水橋   たるみず  鹿児 fuji06761 

垂木谷橋  たるきだに 岡山 fuji46465 

水ケ崎橋  すいがさき 宮崎 fuji37754 

水井橋   すいい  徳島 fuji46742 

水雲橋   すのり  大分 fuji19174 

水越橋   みずこし  福井 fuji11404 

水押橋   みずおし  神奈 fuji50248 

水郷大橋 すいごうおお 千葉 fuji27539 

水窪橋   みさくぼ  静岡 fuji26043 

水鶏橋   くいな   京都 fuji34508 

水月橋   すいげつ  長崎 fuji05209 

水原橋   みずはら  岡山 fuji28750 

水源橋   すいげん  愛知 fuji36599 

水戸橋   みと   東京 fuji03574 

水戸谷川橋 みとたにがわ 京都 fuji17938 

水戸部橋  みとべ  栃木 fuji48159 

水口橋   みなくち  滋賀 fuji34724 

水根沢橋  みずねさわ 東京 fuji36819 

水崎橋   みさき  徳島 fuji27479 

水時橋   みずとき  大阪 fuji45776 

水次橋   みつぎ  熊本 fuji06216 

水篠橋   みすず  長野 fuji27490 

水車橋   すいしゃ  群馬 fuji29187 

水除橋   みよけ  山口 fuji49151 

水晶橋   すいしょう 大阪 fuji20798 

水沼橋   みずぬま  群馬 fuji39614 

水沼橋   みずぬま  福岡 fuji10859 

水上橋   みなかみ  群馬 fuji04313 

水神橋   すいじん  長野 fuji02567 

水神橋   すいじん  東京 fuji44079 

水清谷橋  みずしだに 宮崎 fuji08651 

水代橋   みずしろ  長野 fuji31297 

水沢橋   みずさわ  岩手 fuji22742 

水沢高架橋  みずさわ  山形 fuji45121 

水谷橋   みずたに  東京 fuji20766 

水道橋   すいどう  岩手 fuji25286 

水道橋   すいどう  東京 fuji02753 
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水道道跨線人道橋 すいどうみち  

         神奈 fuji43588 

水道道路架道橋 すいどうどうろ 

         東京 fuji49569 

水突橋   みずつき  高知 fuji20436 

水内橋   みのち  岡山 fuji22116 

水内橋   みのち  長野 fuji01340 

水迫橋   みずさこ  岡山 fuji00597 

水浜橋   すいひん  茨城 fuji50543 

水府橋   すいふ  茨城 fuji23591 

水分橋   みずわけ 愛知 fuji02814 

水分橋   みずわけ 大阪 fuji01432 

水無橋   みずなし  福岡 fuji19470 

水無瀬橋  みなせ  東京 fuji10547 

水無川橋 みずなしがわ 熊本 fuji50073 

水無沢橋 みずなしざわ 栃木 fuji46747 

水門橋   すいもん  茨城 fuji23128 

水門橋   すいもん  山口 fuji25502 

水門橋   すいもん  東京 fuji22611 

水門橋   みずもん  茨城 fuji20316 

水流橋   づる   鹿児 fuji27162 

水路閣   すいろかく 京都 fuji05969 

翠岩橋   すいがん  大阪 fuji38026 

随願橋   ずいがん  大阪 fuji38609 

瑞雲橋   ずいうん  新潟 fuji19767 

瑞穂橋   みずほ  新潟 fuji47284 

瑞穂橋   みずほ  神奈 fuji25590 

瑞鳳橋   ずいほう  愛知 fuji30197 

瑞浪橋   みずなみ  岐阜 fuji19261 

崇元寺橋  そうげんじ 沖縄 fuji00075 

数寄屋橋  すきや  東京 fuji00348 

杉ケ崎橋  すぎがさき 神奈 fuji38136 

杉の沢橋  すぎのさわ 福岡 fuji43446 

杉の木橋  すぎのき  神奈 fuji30613 

杉原橋   すぎはら  岐阜 fuji24710 

杉山神社前跨線人道橋  

     すぎやまじんじゃまえ 

         神奈 fuji49990 

杉沢橋   すぎざわ  福岡 fuji33994 

杉谷川橋 すぎたにがわ 滋賀 fuji45504 

杉田橋   すいた  高知 fuji34980 

杉田橋   すぎた  福岡 fuji35661 

杉野橋   すぎの  滋賀 fuji25052 

菅橋    すげ   長野 fuji24543 

菅原橋   すがわら  大阪 fuji13870 

菅沼橋   すがぬま  富山 fuji04451 

菅生橋   すごう   秋田 fuji22744 

菅沢橋   すげざわ  山形 fuji23926 

菅田橋   すがた  福岡 fuji52079 

菅迫橋   すげのさこ 熊本 fuji34302 

菅野尾橋  すがのお  宮崎 fuji33632 

雀橋    すずめ  群馬 fuji25299 

雀橋    すずめ  石川 fuji07970 

雀橋    すずめ  東京 fuji21689 

裾花大橋 すそはなおお 長野 fuji48048 

寸又口橋  すまたぐち 静岡 fuji53090 

寸又川橋梁  すまたがわ 静岡 fuji33667 

 

セ 

世安橋   よやす  熊本 fuji23488 

世持橋   よもち   沖縄 fuji00350 

世増橋   よまさり  青森 fuji03199 

世木林橋  せきばやし 京都 fuji15638 

瀬の江橋  せのえ  熊本 fuji16924 

瀬越橋   せごえ  石川 fuji24010 

瀬丸橋   せまる  島根 fuji37255 

瀬詰橋   せづめ  徳島 fuji17357 

瀬詰大橋  せづめおお 徳島 fuji48120 

瀬見橋   せみ   岐阜 fuji19863 

瀬見橋   せみ   山形 fuji26844 

瀬戸間伏橋  せとまぶし 鹿児 fuji16600 

瀬戸眼鏡橋  せと   熊本 fuji01319 

瀬戸橋   せと   岡山 fuji18120 

瀬戸橋   せと   熊本 fuji15317 

瀬戸橋   せと   群馬 fuji17532 

瀬戸橋   せと   静岡 fuji29908 

瀬戸橋   せと   福岡 fuji18970 

瀬戸川橋  せとがわ  静岡 fuji44785 

瀬高橋   せたか  福岡 fuji01226 

瀬社橋   せやしろ  大分 fuji28540 

瀬尻橋   せじり   静岡 fuji28982 

瀬川橋   せがわ  岩手 fuji24839 

瀬谷橋   せや   神奈 fuji49994 

瀬田跨線橋  せた   熊本 fuji44649 

瀬田川橋  せたがわ 滋賀 fuji44874 

瀬田唐橋  せたのから 滋賀 fuji00018 

瀬渡橋   せわたり  新潟 fuji26008 

瀬波橋   せなみ  新潟 fuji24432 

瀬尾橋   せお   北海 fuji24468 

瀬文平橋  せもんびら 北海 fuji35257 

瀬辺地橋  せべじ  青森 fuji12652 

瀬峯橋   せみね  熊本 fuji01562 

瀬目橋   せめ   熊本 fuji33052 

瀬野大橋  せのおお  広島 fuji34399 

畝橋    うね   広島 fuji43921 

是政橋   これまさ  東京 fuji36928 

勢理客橋  せりきゃく 沖縄 fuji00424 

勢力橋   せいりき  和歌 fuji18118 

成羽橋   なりわ  岡山 fuji06553 

成岩入江橋  ならわいりえ  

         愛知 fuji05019 

成合橋   なりあい  香川 fuji08897 

成政橋   なりまさ  鹿児 fuji29863 

成清橋   なりせ  大阪 fuji16479 

成沢橋   なんせ  宮城 fuji43780 

成留屋橋  なるや  愛媛 fuji28774 

政所橋   まどころ  滋賀 fuji41737 

政所橋   まどころ  大分 fuji23565 

星川橋   ほしかわ  神奈 fuji51426 

星池橋   ほしいけ  大阪 fuji20164 

星野橋   ほしの  神奈 fuji34571 

星和橋   せいわ  神奈 fuji43594 

晴海橋   はるみ  東京 fuji36801 

晴月橋   せいげつ  東京 fuji38892 

栖原橋   すはら  東京 fuji20688 

正安橋   しょうあん 大阪 fuji19068 

正院めがね橋 しょういん 熊本 fuji01450 

正岡橋   まさおか  愛知 fuji40886 

正喜橋   しょうき  埼玉 fuji15277 

正月橋   しょうがつ 香川 fuji14851 

正幸寺橋  しょうこうじ 群馬 fuji14287 

正条橋   しょうじょう 兵庫 fuji24546 

正津川橋  しょうずかわ 青森 fuji01931 

正田橋   しょうでん 岡山 fuji09802 

正平橋   しょうへい 大阪 fuji35271 

正法寺橋  しょうほうじ 東京 fuji21296 

正林一号橋  せいりん  熊本 fuji21277 

正蓮寺橋  しょうれんじ 大阪 fuji27577 

正蓮寺川橋  しょうれんじ 大阪 fuji49581 

正條橋   しょうじょう 兵庫 fuji03633 

清間橋   せいま  福井 fuji33506 

清巌院橋 せいがんいん 東京 fuji00307 

清輝橋   せいき  岡山 fuji33944 

清月橋   きよつき  北海 fuji39589 

清見橋   せいけん  静岡 fuji05643 

清四郎橋  せいしろう 滋賀 fuji00586 

清州橋   きよす  東京 fuji19803 

清色橋   きよしき  鹿児 fuji06889 

清水橋   きよみず  熊本 fuji38356 

清水橋   しみず  愛媛 fuji28026 

清水橋   しみず  熊本 fuji36062 

清水橋   しみず  新潟 fuji49099 

清水橋   しみず  神奈 fuji22047 

清水橋   しみず  青森 fuji21321 

清水橋   しみず  静岡 fuji00921 

清水橋   しみず  千葉 fuji19680 

清水橋   しみず  大阪 fuji01775 

清水橋   しみず  大分 fuji18463 

清水橋   しみず  長野 fuji17630 

清水橋   しみず  東京 fuji29458 

清水橋   しみず  奈良 fuji50888 

清水橋   しみず  福岡 fuji22244 

清水橋   しみず  北海 fuji34320 

清水橋   すず   宮城 fuji03266 

清水橋   せいすい  広島 fuji18526 

清水橋   せいすい  東京 fuji20930 

清水山橋  しみずやま 福井 fuji07569 

清澄橋   きよすみ  東京 fuji22613 

清瀬橋   きよせ  東京 fuji29613 

清川橋   きよかわ  青森 fuji28553 

清川橋   きよかわ  東京 fuji22614 

清川橋   きよまわ  山形 fuji52291 

清滝橋   きよたき  新潟 fuji50560 

清滝橋   きよたき  兵庫 fuji25633 

清池橋   しょうげ  山形 fuji03170 

清津橋   きよつ  新潟 fuji25559 

清津橋   きよつ  大阪 fuji17163 

清武川橋 きよたけかわ 宮崎 fuji13892 

清平橋   きよひら  東京 fuji20926 

清幌橋   きよほろ  北海 fuji26553 

清流橋   せいりゅう 北海 fuji10721 

清嶺橋   せいれい  愛知 fuji47105 

清和橋   せいわ  北海 fuji35179 

生坂橋   いくさか  長野 fuji21616 

生坂橋   いくさか  長野 fuji30723 

生子橋   おぶすき  奈良 fuji30382 

生子橋   しょうじ  愛媛 fuji05379 

生瀬橋   おいせ  宮城 fuji29604 

生瀬橋   なまぜ  兵庫 fuji04198 

生石橋   おいし  岡山 fuji22393 

生地中橋  いくじなか 富山 fuji40762 

生中橋   いくちゅう 大阪 fuji42256 

生長橋   いくなが  山形 fuji26587 

生田川架道橋 いくたがわ 兵庫 fuji27692 

生保内橋  おぼない  秋田 fuji09526 

生保内川橋  おぼないかわ 

         秋田 fuji18277 

生野橋   いくの   大阪 fuji28480 

生野俊徳橋 いくのしゅんとく 大阪 fuji28479 

生来川橋 しょうらいがわ 滋賀 fuji42432 

生鼈橋   いくべつ  北海 fuji15904 

盛金橋   もりがね  茨城 fuji33996 

盛綱橋   もりつな  岡山 fuji18516 

精進橋   しょうじん 神奈 fuji51805 

聖ケ橋   ひじりが  福井 fuji07567 

聖橋    ひじり   宮城 fuji50994 

聖橋    ひじり   熊本 fuji28794 

聖橋    ひじり   新潟 fuji21553 

聖橋    ひじり   東京 fuji19127 

聖石橋   ひじりいし 群馬 fuji03280 

聖天橋   しょうてん 東京 fuji21076 

西ノ京橋   にしのきょう 京都 fuji17451 

西ノ橋   にしの  神奈 fuji01541 

西の橋   にしの  東京 fuji37017 

西ノ川橋   にしのかわ 高知 fuji14925 

西の谷橋  にしのたに 奈良 fuji21462 

西の内橋  にしのうち 福島 fuji22877 

西安橋   せいあん  静岡 fuji22715 

西羽賀橋  にしはが  福岡 fuji02604 

西瓜橋   すいか  埼玉 fuji29065 

西永橋   にしなが  東京 fuji20576 

西沖橋   にしおき  大阪 fuji24746 

西河岸橋  にしがし  東京 fuji06272 

西海橋   さいかい  長崎 fuji35144 

西貝橋   にしがい  奈良 fuji24107 

西館一号橋  にしだて  福岡 fuji50531 
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西境橋   にしさかい 大阪 fuji00536 

西橋    にし   神奈 fuji47577 

西郷橋   さいごう  東京 fuji29530 

西栗橋   にしくり  群馬 fuji53146 

西鍵屋橋  にしかぎや 京都 fuji17940 

西原橋   にしはら  栃木 fuji29938 

西光寺橋  さいこうじ 佐賀 fuji15012 

西光寺橋  さいこうじ 千葉 fuji17869 

西光寺川橋  さいこうじ 鹿児 fuji09587 

西広橋   さいひろ  千葉 fuji17870 

西江戸川橋  にしえどかわ 

         東京 fuji08553 

西江口橋  にしえぐち 大阪 fuji39943 

西高松橋 にしたかまつ 神奈 fuji53487 

西国橋   さいごく  大阪 fuji02362 

西黒橋   にしぐろ  奈良 fuji24108 

西今川橋 にしいまかわ 大阪 fuji53352 

西根橋   にしね  神奈 fuji29656 

西三橋   にしさん  東京 fuji46154 

西山橋   にしやま  東京 fuji20687 

西舎通学橋  にしちゃ  北海 fuji43525 

西州崎橋  にしすざき 東京 fuji19761 

西住吉橋 にしすみよし 大阪 fuji29082 

西十間橋  にしじゅっけん  

         東京 fuji21684 

西除川橋 にしよけがわ 大阪 fuji08107 

西小山高架橋 にしこやま 東京 fuji16880 

西小野橋  にしおの  宮城 fuji27603 

西条大橋 さいじょうおお 大阪 fuji34390 

西新井橋  にしあらい 東京 fuji16462 

西新町橋  にししんまち 山形 fuji23920 

西森山橋  にしもりやま 高知 fuji46607 

西深川橋 にしふかがわ 東京 fuji21850 

西瀬橋   にしぜ  熊本 fuji27131 

西成橋   にしなり  大阪 fuji02451 

西正巌橋 にししょうごん 山形 fuji33480 

西赤尾橋  にしあかお 富山 fuji19813 

西川橋   さいかわ  静岡 fuji26295 

西川橋   にしかわ  新潟 fuji14152 

西川橋   にしかわ  長野 fuji26636 

西川橋   にしかわ  東京 fuji12670 

西川内橋  にしかわち 長崎 fuji15316 

西泉橋   にしいずみ 神奈 fuji20701 

西代橋   にしだい  島根 fuji26391 

西代跨線橋  にしだい  兵庫 fuji49615 

西台橋   にしだい  東京 fuji42276 

西大宮橋 にしおおみや 大阪 fuji41012 

西大橋   にしおお  秋田 fuji53262 

西大橋   にしおお  福岡 fuji11666 

西大出水橋  にしおいでみず  

         宮崎 fuji30586 

西沢橋   にしざわ  東京 fuji17884 

西竪川橋 にしたてかわ 東京 fuji20924 

西谷橋   にしだに  福岡 fuji34312 

西谷橋   にしのたに 三重 fuji41135 

西中宮橋 にしなかみや 大阪 fuji50030 

西中通学橋  にしちゅうつうがく  

         群馬 fuji52283 

西中島橋 にしなかしま 福岡 fuji04218 

西中之橋  にしなかの 東京 fuji08807 

西仲橋   にしなか  東京 fuji36195 

西長堀橋 にしながほり 大阪 fuji10920 

西津橋   にしづ  福井 fuji01796 

西津和野大橋 にしつわのおお  

         島根 fuji44837 

西田橋   にしだ  鹿児 fuji01273 

西渡橋   にしど   静岡 fuji19548 

西塔橋   さいとう  京都 fuji17162 

西道頓堀橋 

   にしどうとんぼり 大阪 fuji38858 

西内海橋  にしうつみ 宮城 fuji13620 

西灘高架橋  にしなだ  兵庫 fuji28078 

西二橋   さいに  大阪 fuji00328 

西之原橋  にしのはら 鹿児 fuji26192 

西畑橋   にしはた  宮崎 fuji47396 

西畑橋   にしはた  大分 fuji39647 

西尾橋   にしお  佐賀 fuji25204 

西浜名橋  にしはまな 静岡 fuji23549 

西部橋   にしぶ  福岡 fuji33584 

西服山橋  にしふくやま 兵庫 fuji24266 

西平橋   にしびら  静岡 fuji31994 

西平沼橋 にしひらぬま 神奈 fuji20068 

西平尾拱橋  にしひらお 三重 fuji16093 

西平和大橋  にしへいわおお  

         広島 fuji33149 

西宝橋   にしたから 東京 fuji21693 

西北橋   さいほく  大阪 fuji28497 

西野橋   にしの  東京 fuji26922 

西浪橋   にしなみ  大阪 fuji36204 

西脇大橋 にしわきおお 兵庫 fuji35473 

請戸橋   うけど   福岡 fuji13527 

請川橋   うけがわ  和歌 fuji08596 

青浦橋   あおうら  島根 fuji16763 

青運橋   せいうん  大阪 fuji27944 

青屋橋   あおや  滋賀 fuji00900 

青海橋   あおみ  岩手 fuji09635 

青海橋   あおみ  東京 fuji00569 

青海川橋  おうみかわ 新潟 fuji12497 

青海大橋  あうみおお 山口 fuji47192 

青刈橋   あおがり  岩手 fuji30567 

青岩橋   せいがん  青森 fuji04306 

青原橋   あおはら  島根 fuji17639 

青高上橋  しこうかみ 岡山 fuji29306 

青山橋   あおやま  東京 fuji21601 

青枝橋   あおし  和歌 fuji29589 

青瀬橋   あおせ  滋賀 fuji08639 

青石橋   あおいし  徳島 fuji36451 

青谷橋   あおや  栃木 fuji43095 

青谷大橋  あおやおお 鳥取 fuji43301 

青馬橋   おおめ  神奈 fuji45485 

青梅橋   おうめ  東京 fuji00308 

青部橋   あおべ  静岡 fuji32436 

青木橋   あおき  佐賀 fuji10245 

青木橋   あおき  神奈 fuji20919 

青柳橋   あおやぎ  岐阜 fuji19112 

青柳橋   あおやぎ  群馬 fuji00630 

青柳橋   あおやぎ  香川 fuji05334 

青柳橋   あおやぎ  高知 fuji08602 

青葉橋   あおば  宮城 fuji51491 

青葉橋   あおば  神奈 fuji47089 

静橋    しずか  静岡 fuji07775 

静橋    しずか  北海 fuji46787 

静跨線橋  しず   茨城 fuji46136 

静内橋   しずない  北海 fuji26508 

斉橋    いつき  和歌 fuji18119 

斉川大橋 さいかわおお 宮城 fuji43272 

斉藤橋   さいとう  熊本 fuji21723 

石ケ瀬川橋  いしがせがわ 

         愛知 fuji06299 

石井橋   いわい  群馬 fuji04347 

石浦大橋  いしうらおお 福岡 fuji00522 

石岡橋   いしおか  福岡 fuji40879 

石岡跨線橋  いしおか  茨城 fuji42866 

石岡第一発電所第一水路橋  

     いしおか  茨城 fuji11948 

石下橋   いしげ  茨城 fuji15572 

石河路橋  いしかわじ 鹿児 fuji20819 

石垣橋   いしがき  茨城 fuji00297 

石垣橋   いしがき  鹿児 fuji23836 

石巻大橋  いしのまきおおうつみ  

         宮城 fuji49564 

石関橋   いしぜき  和歌 fuji24374 

石眼橋   せきめ  福岡 fuji15314 

石橋    いし   熊本 fuji29541 

石橋    いし   大阪 fuji01125 

石橋    いし   東京 fuji01209 

石橋    いしばし  長崎 fuji10655 

石橋    しゃっきょう 静岡 fuji00832 

石見橋   いわみ  京都 fuji21428 

石原橋   いしはら  広島 fuji42018 

石原橋   いしわら  東京 fuji26458 

石崎橋   いしざき  神奈 fuji20069 

石山橋   いしやま  愛媛 fuji19123 

石手川橋  いしてがわ 愛媛 fuji06805 

石狩川橋 いしかりがわ 北海 fuji42051 

石狩大橋 いしかりおお 北海 fuji15329 

石住橋   いしずみ  東京 fuji21930 

石小屋橋  いしごや  神奈 fuji36043 

石上橋   いしがみ  静岡 fuji22318 

石場橋   いしば  大分 fuji12766 

石神橋   いしがみ  広島 fuji48112 

石神橋   いしがみ  滋賀 fuji33039 

石須部橋  こすすべ  山形 fuji46104 

石水寺門前橋 せきすいじもんぜん  

         熊本 fuji01417 

石瀬戸橋  いしせと  宮崎 fuji46661 

石切橋   いしきり  東京 fuji02104 

石川橋   いしかわ  愛知 fuji05021 

石川橋   いしかわ  茨城 fuji46139 

石川橋   いしかわ  香川 fuji10366 

石川橋   いしかわ  神奈 fuji39230 

石川橋   いしかわ  東京 fuji31379 

石洗橋   いしあらい 茨城 fuji17614 

石倉橋   いしくら  滋賀 fuji27006 

石倉橋   いしくら  神奈 fuji17536 

石津橋   いしづ  山口 fuji33049 

石津川橋  いしづがわ 大阪 fuji24748 

石津大橋  いしづおお 大阪 fuji46676 

石徹白橋  いとしろ  福井 fuji33805 

石田橋   いしだ  神奈 fuji53063 

石田橋   いしだ  福井 fuji01997 

石田川橋  いしだがわ 滋賀 fuji03482 

石島橋   いしじま  東京 fuji03563 

石島大橋 いしじまおお 栃木 fuji39474 

石動橋   いするぎ  富山 fuji36325 

石堂橋   いしどう  熊本 fuji01494 

石堂橋   いしどう  福岡 fuji10013 

石飛橋   いしとび  鹿児 fuji26188 

石氷橋   いしこおり 宮崎 fuji30585 

石淵橋   いしぶち  群馬 fuji04122 

石仏橋   いしほとけ 岩手 fuji43431 

石仏橋   いしぼとけ 広島 fuji19872 

石名坂橋  いしなさか 茨城 fuji43447 

石筵橋   いしむろ  福岡 fuji11052 

積善橋   せきぜん  大阪 fuji47131 

積丹大橋 しゃこたんおお 北海 fuji43386 

赤井橋   あかい  熊本 fuji15880 

赤羽橋   あかばね 東京 fuji00413 

赤亀橋   あかがめ 群馬 fuji18975 

赤橋    あか   神奈 fuji00052 

赤江大橋  あかえおお 島根 fuji48573 

赤行橋   あかなめ  栃木 fuji25935 

赤根橋   あかね  岡山 fuji25121 

赤坂橋   あかさか  神奈 fuji39231 

赤坂鷹部屋橋 たかべや 栃木 fuji21348 

赤崎橋   あかさき  島根 fuji44131 

赤芝橋   あかしば  山形 fuji10921 

赤松橋   あかまつ  熊本 fuji01197 

赤松橋   あかまつ  大分 fuji07655 

赤水跨線橋  あかみず 熊本 fuji43031 

赤生津橋  あこうず  岩手 fuji27385 

赤石橋   あかいし  宮城 fuji04107 

赤石橋   あかいし  青森 fuji50196 

赤石川橋 あかいしがわ 徳島 fuji14209 

赤川橋   あかがわ 山形 fuji15046 

赤川橋   あかがわ 大阪 fuji21200 
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赤川橋   あかがわ 富山 fuji29124 

赤川橋   あかがわ 福岡 fuji13745 

赤沢川橋 あかさわがわ 新潟 fuji16720 

赤池橋   あかいけ  福岡 fuji16335 

赤幡橋   あかはた  福岡 fuji43025 

赤抜沢橋 あかぬきざわ 山梨 fuji40848 

赤樋橋   あこう   三重 fuji23620 

赤浜橋   あかはま  山形 fuji45122 

赤平橋   あかびら  埼玉 fuji35912 

赤平橋   あかびら  北海 fuji19080 

赤平大橋 あかびらおお 北海 fuji33062 

赤穂大橋  あこうおお 兵庫 fuji28420 

赤木橋   あかぎ  高知 fuji25177 

赤木橋   あかぎ  和歌 fuji49536 

赤木川橋  あかぎがわ 和歌 fuji22673 

跡曳橋   あとびき  富山 fuji18421 

跡曳水路橋  あとびき  富山 fuji19137 

切幹橋   ぎりみき  栃木 fuji25551 

切込橋   きりこみ  新潟 fuji48528 

切手橋   きりで   新潟 fuji53637 

切田橋   きりた   青森 fuji41185 

切畑川橋 きりはたがわ 愛知 fuji17312 

切立橋   きったて  福島 fuji15683 

接岨口橋  せっそぐち 静岡 fuji37117 

折口橋   おりくち  鹿児 fuji24224 

折節橋   おりぶし  千葉 fuji25238 

折本貝塚橋  おりもとかいづか  

         神奈 fuji47576 

折立橋   おりたち  長野 fuji08918 

節婦小橋  せっぷこ  北海 fuji49043 

雪の橋   ゆきの  東京 fuji36717 

雪浦橋   ゆきのうら 長崎 fuji37492 

雪割橋   ゆきわり  福岡 fuji31055 

雪鯨橋   せつげい  大阪 fuji00797 

雪見橋   ゆきみ  神奈 fuji44917 

雪見橋   ゆきみ  東京 fuji37099 

雪見橋   ゆきみ  富山 fuji14728 

雪川橋   ゆきかわ  秋田 fuji26838 

雪崩橋   なだれ  滋賀 fuji34947 

雪野橋   ゆきの  熊本 fuji09503 

舌辛川橋 したからがわ 北海 fuji16662 

蝉丸橋   せみまる  滋賀 fuji43163 

蝉橋    せみ   群馬 fuji35147 

仙翁沢橋 せんのうさわ 秋田 fuji50525 

仙郷橋   せんごう  静岡 fuji26473 

仙人橋   せんにん  青森 fuji23092 

仙人橋   せんにん  奈良 fuji28712 

仙川第一跨線橋 せんかわ  

         東京 fuji13478 

仙納原小橋  せんのはらこ  

         富山 fuji00393 

仙納原大橋  せんのはらおお  

         富山 fuji00875 

仙美里橋  せんびり  北海 fuji36160 

先神橋   せんかみ 千葉 fuji07642 

先達水路橋  せんだつ  秋田 fuji29607 

先鉾橋   さきほこ  大阪 fuji43296 

千曳橋   ちびき  和歌 fuji15646 

千垣橋   ちがき  富山 fuji28332 

千苅橋   せんがり  兵庫 fuji15003 

千貫樋  せんがんとい 静岡 fuji16885 

千曲橋   ちくま   長野 fuji11803 

千曲川橋  ちくまがわ 長野 fuji05389 

千砂橋   せんすな  東京 fuji22024 

千歳橋   せんさい  長野 fuji45332 

千歳橋   ちとせ  茨城 fuji36850 

千歳橋   ちとせ  岡山 fuji14570 

千歳橋   ちとせ  岩手 fuji38102 

千歳橋   ちとせ  岐阜 fuji23178 

千歳橋   ちとせ  京都 fuji01094 

千歳橋   ちとせ  山形 fuji02996 

千歳橋   ちとせ  山口 fuji00953 

千歳橋   ちとせ  滋賀 fuji19569 

千歳橋   ちとせ  新潟 fuji39232 

千歳橋   ちとせ  神奈 fuji17537 

千歳橋   ちとせ  青森 fuji02678 

千歳橋   ちとせ  静岡 fuji02350 

千歳橋   ちとせ  大阪 fuji50033 

千歳橋   ちとせ  東京 fuji20846 

千歳橋   ちとせ  徳島 fuji13181 

千歳橋   ちとせ  福岡 fuji33612 

千歳新橋  ちとせしん 群馬 fuji24500 

千歳川橋  ちとせがわ 北海 fuji11033 

千手橋   せんじゅ  東京 fuji25986 

千種川橋  ちくさかわ 兵庫 fuji15822 

千秋橋   せんしゅう 大阪 fuji18656 

千舟橋   ちふね  大阪 fuji26570 

千住大橋 せんじゅおお 東京 fuji00139 

千松橋   せんまつ  山梨 fuji06502 

千丈橋   せんじょう 栃木 fuji14284 

千世橋   ちよ   大分 fuji03141 

千石橋   せんごく  熊本 fuji22465 

千石橋   せんごく  東京 fuji21098 

千石橋   せんごく  和歌 fuji26105 

千切橋   せんぎり  奈良 fuji31331 

千船橋   ちふね  東京 fuji21694 

千早大橋  ちはや  大阪 fuji46602 

千束橋   ちづか  静岡 fuji13309 

千代橋   せんだい  茨城 fuji23127 

千代橋   せんだい  鳥取 fuji07202 

千代橋   せんだい  東京 fuji18582 

千代橋   ちよ   神奈 fuji53493 

千代橋   ちよ   大阪 fuji23010 

千代崎橋  ちよさき  大阪 fuji01892 

千代川橋 せんだいがわ 鳥取 fuji10695 

千代大橋  ちよおお  宮城 fuji46907 

千代田橋  ちよだ  東京 fuji17912 

千代富橋  ちよどみ  島根 fuji29302 

千町橋   せんまち  岡山 fuji27064 

千町跨線橋  せんちょう 宮崎 fuji39576 

千鳥橋   ちどり   愛知 fuji48150 

千鳥橋   ちどり   岐阜 fuji15637 

千鳥橋   ちどり   滋賀 fuji38014 

千鳥橋   ちどり   東京 fuji00674 

千鳥橋   ちどり   福岡 fuji20730 

千田橋   せんだ  東京 fuji20929 

千田橋   せんだ  徳島 fuji35591 

千登世橋  ちとせ  東京 fuji24504 

千登世小橋  ちとせこ  東京 fuji22940 

千年橋   せんねん 茨城 fuji23937 

千保川橋  せんぼがわ 富山 fuji07992 

千北橋   せんぼく  大阪 fuji29054 

千本橋   ちもと   島根 fuji35578 

千本通り架道橋 せんぼんどおり 

        大阪市 fuji27709 

千野野橋  ちのの  愛媛 fuji17793 

千両橋   せんりょう 大阪 fuji15425 

千林駅橋 せんばやしえき 大阪 fuji25078 

千林大池架道橋 せんばやしおおいけ  

         大阪 fuji25390 

千躰橋   せんたい  大阪 fuji53947 

川井橋   かわい  東京 fuji25553 

川越大橋 かわごえおお 島根 fuji34256 

川音川橋 かわおとがわ 神奈 fuji53176 

川下橋   かわくだり 島根 fuji32394 

川下橋   かわしも  長野 fuji46595 

川下橋   かわしも  東京 fuji25681 

川寒橋   かわさぶ  福岡 fuji48888 

川間橋   かわま  神奈 fuji50405 

川間橋   かわま  千葉 fuji37326 

川久保橋  こうくぼ  宮崎 fuji21820 

川汲橋   かわくみ  北海 fuji50481 

川汲川橋 かわくみがわ 北海 fuji50086 

川原橋   かわはら  岩手 fuji04915 

川原橋   かわはら  福岡 fuji27819 

川原橋   かわばる  宮崎 fuji49176 

川原橋   かわばる  大分 fuji25215 

川原町橋  かわらまち 福岡 fuji19671 

川戸橋   かわと  神奈 fuji22520 

川口橋   かわぐち  岩手 fuji43251 

川口橋   かわぐち  新潟 fuji40380 

川口橋   かわぐち  東京 fuji01950 

川口橋   かわぐち  徳島 fuji19079 

川口橋   かわぐち  福岡 fuji34610 

川口橋   こうぐち  宮崎 fuji28384 

川口跨線橋  かわぐち  埼玉 fuji37815 

川口蕨陸橋  かわぐちわらび  

         埼玉 fuji50937 

川向橋   かわむかう 神奈 fuji36324 

川合橋   かわい  岡山 fuji15605 

川合橋   かわい  滋賀 fuji21875 

川合橋   かわい  新潟 fuji49825 

川合橋   かわい  北海 fuji36311 

川根橋   かわね  静岡 fuji22683 

川根大橋  かわね  静岡 fuji11933 

川堺橋   かわさかい 神奈 fuji27862 

川崎橋   かわさき  高知 fuji28035 

川崎橋   かわさき  大阪 fuji02822 

川崎橋   かわさき  徳島 fuji15290 

川崎高架橋  かわさき  神奈 fuji51059 

川床橋   かわとこ  鹿児 fuji18473 

川上橋   かわうえ  岐阜 fuji25332 

川上橋   かわかみ 神奈 fuji23150 

川上橋   かわかみ 福井 fuji41520 

川尻橋   かわしり  岩手 fuji38785 

川水流橋  かわずる  宮崎 fuji10770 

川澄橋   かわすみ 茨城 fuji41841 

川西橋   かわにし  神奈 fuji16046 

川側橋   かわばた 茨城 fuji22250 

川棚橋   かわたな  長崎 fuji33605 

川端橋   かわばた 北海 fuji32044 

川中島橋 かわなかじま 長野 fuji02029 

川津橋   かわづ  香川 fuji26142 

川津大橋  かわづおお 奈良 fuji39665 

川添橋   かわぞえ  香川 fuji18859 

川田橋   かわた  滋賀 fuji37244 

川田橋   かわた  徳島 fuji27087 

川田橋   かわだ  鹿児 fuji08932 

川田橋   かわだ  神奈 fuji41373 

川渡橋   かわたび  宮城 fuji12212 

川渡大橋 かわたびおお 宮城 fuji25892 

川島橋   かわしま  茨城 fuji33650 

川島橋   かわしま  宮崎 fuji27782 

川島橋   かわしま  徳島 fuji42619 

川島橋   かわしま  福岡 fuji30258 

川島大橋 かわしまおお 岐阜 fuji41972 

川内橋   かわうち  熊本 fuji20457 

川内橋   かわうち  青森 fuji08514 

川内川橋 せんだいがわ 鹿児 fuji16151 

川之江橋  かわのえ  愛媛 fuji11199 

川畑橋   かわばた 大分 fuji50923 

川部橋   かわなべ  香川 fuji27447 

川辺橋   かわべ  岡山 fuji01886 

川辺橋   かわべ  岩手 fuji27383 

川辺橋   かわべ  岐阜 fuji16058 

川本大橋 かわもとおお 島根 fuji41950 

川本東大橋  かわもとひがしおお  

         島根 fuji49492 

川俣大橋 かわまたおお 栃木 fuji41913 

川又橋   かわまた  徳島 fuji29699 

川面橋   かわも  埼玉 fuji26899 

川面橋   かわも  兵庫 fuji20391 

扇橋    おうぎ   鹿児 fuji15024 

扇橋    おうぎ   東京 fuji00662 

扇橋    おおぎ  広島 fuji25857 

扇橋    おおぎ  大阪 fuji13871 
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扇森橋   せんもり  東京 fuji22027 

扇田橋   おうぎだ  秋田 fuji06444 

扇田橋   おおぎだ  神奈 fuji20071 

栴檀橋   せんだん  佐賀 fuji17496 

栴檀木橋 せんだんのき 大阪 fuji02009 

泉橋    いずみ  京都 fuji02819 

泉橋跨線橋  いずみばし 茨城 fuji24873 

泉崎橋   いずみさき 沖縄 fuji00636 

泉翠橋   せんすい  北海 fuji19944 

泉帯橋   せんたい  鹿児 fuji29719 

泉大橋   いずみおお 京都 fuji32484 

泉谷橋   いずみたに 徳島 fuji23264 

泉田橋   いずみた  山形 fuji03274 

浅井野橋  あさいの  鹿児 fuji13256 

浅海井橋  あざむい  大分 fuji38236 

浅間橋   あさま   長野 fuji02003 

浅間橋   せんけん  長野 fuji39362 

浅間橋   せんげん  千葉 fuji22456 

浅岸橋   あさぎし  岩手 fuji31767 

浅原橋   あさはら  山梨 fuji01998 

浅山下橋  あさやましも 神奈 fuji51429 

浅山橋   あさやま  神奈 fuji20070 

浅水川橋 あそうずがわ 福井 fuji07468 

浅水大橋 あさみずおお 岐阜 fuji45655 

浅瀬石橋  あせいし  青森 fuji02945 

浅瀬石川橋  あさせいしかわ  

         青森 fuji07055 

浅草橋   あさくさ  東京 fuji00271 

浅津橋   あさづ  香川 fuji14263 

浅霧橋   あさぎり  岐阜 fuji32433 

浅野川大橋  あさのがわ 石川 fuji16084 

浅利橋   あさり   山梨 fuji52352 

洗橋    あらいだし 宮崎 fuji10016 

洗玉橋   せんぎょく 福岡 fuji03189 

洗心橋   せんしん  鹿児 fuji14436 

洗心橋   せんしん  兵庫 fuji21540 

洗川橋   あらいかわ 鳥取 fuji28720 

洗馬橋   せんば  熊本 fuji21514 

染井橋   そめい  東京 fuji17917 

船越橋   ふなこし  愛媛 fuji46606 

船越橋   ふなこし  広島 fuji46737 

船岡橋   ふなおか  鳥取 fuji35689 

船河原橋  ふながわら 東京 fuji01964 

船橋    ふな   宮城 fuji09299 

船橋川橋 ふなはしがわ 大阪 fuji23011 

船形橋   ふながた  愛媛 fuji37778 

船見橋   ふなみ  東京 fuji03862 

船戸橋   ふなと  高知 fuji29332 

船山橋   ふなやま  山梨 fuji24331 

船子橋   ふなこ  神奈 fuji30836 

船上山橋 ふなのえやま 鳥取 fuji44577 

船場橋   せんば  熊本 fuji01561 

船場橋   ふなば  茨城 fuji27718 

船場橋   ふなば  鳥取 fuji47916 

船瀬橋   ふなせ  鹿児 fuji15885 

船町橋   ふなまち  山形 fuji26853 

船津橋   ふなつ  大阪 fuji04399 

船田橋   ふなだ  岩手 fuji18740 

船入川橋 ふないりがわ 滋賀 fuji25055 

船迫橋   ふなさこ  鹿児 fuji24576 

船穂橋   ふなお  岡山 fuji29056 

船木橋   ふなき  三重 fuji09222 

船木橋   ふなき  東京 fuji21929 

船木橋   ふなぎ  秋田 fuji36816 

船路橋   ふなじ  東京 fuji17083 

賎ケ岳橋  しずがだけ 滋賀 fuji51457 

銭亀橋   ぜにかめ 茨城 fuji00171 

銭亀橋   ぜにかめ 茨城 fuji00195 

銭見橋   ぜにみ  埼玉 fuji26909 

銭神橋   ぜにかみ 岩手 fuji40819 

銭瓶橋   ぜにかめ 熊本 fuji14742 

銭瓶橋   ぜにかめ 東京 fuji01941 

銭淵橋   ぜにぶち  大分 fuji21724 

前屋橋   まえや  茨城 fuji50538 

前岳橋   まえたけ  長崎 fuji16100 

前鬼橋   ぜんき  奈良 fuji24551 

前橋    まえ   愛知 fuji14997 

前橋    まえ   長崎 fuji29718 

前山橋   まえやま  神奈 fuji23996 

前城橋   まえしろ  静岡 fuji46948 

前川橋   まえかわ  熊本 fuji21898 

前川橋   まえかわ  滋賀 fuji36604 

前川橋   まえかわ  鹿児 fuji27152 

前川橋   まえかわ  千葉 fuji22271 

前川橋   まえかわ  東京 fuji28358 

前川橋   まえかわ  和歌 fuji27303 

前川渡大橋  まえかわどおお  

         長野 fuji52310 

前倉橋   まえくら  新潟 fuji34279 

前田橋   まえた  神奈 fuji08823 

前田橋   まえだ  宮崎 fuji00669 

前田橋   まえだ  熊本 fuji02039 

前波橋   ぜんなみ  山形 fuji13007 

善願橋   ぜんがん 新潟 fuji45157 

善光寺橋  ぜんこうじ 新潟 fuji44320 

善左衛門橋  ぜんざえもん  

         佐賀 fuji00815 

善地大橋  ぜんちおお 群馬 fuji33614 

善導寺橋  ぜんどうじ 福岡 fuji22417 

全通橋   ぜんつう  岡山 fuji08271 

禅馬一之橋  ぜんば  神奈 fuji41376 

禅馬人道橋  ぜんば  神奈 fuji47085 

膳棚水路橋  ぜんだな  栃木 fuji15855 

 

ソ 
曾保谷橋  そぼたに  岡山 fuji34613 

曽我井橋  そがい  兵庫 fuji22365 

曽場の吊橋  そば   秋田 fuji37615 

曽束大橋  そづかおお 京都 fuji44757 

曽庭橋   そにわ  島根 fuji39101 

曽木水路橋  そぎ   鹿児 fuji10194 

曽木大橋  そぎおお  鹿児 fuji42476 

祖山橋   そやま  富山 fuji13214 

祖谷渓大橋  いやけいおお  

         徳島 fuji48604 

祖父川橋  そぶがわ 滋賀 fuji46407 

祖父谷橋  じじたに  富山 fuji49522 

祖母ケ河内橋 おばんがかわち  

         山口 fuji16558 

蘇牛橋   そうし   北海 fuji45221 

鼠橋    ねずみ  長野 fuji02025 

僧都橋   そうづ   愛媛 fuji07939 

創成橋   そうせい  北海 fuji01783 

双ツ島橋   ふたつしま 茨城 fuji40365 

双観橋   そうかん  兵庫 fuji05794 

双田橋   そうだ   山梨 fuji43102 

双流橋   そうりゅう 東京 fuji41217 

倉ケ崎橋  くらがさき 鹿児 fuji24209 

倉の沢橋  くらのさわ 岩手 fuji30376 

倉園橋   くらぞの  鹿児 fuji30910 

倉子橋   くらこ   山口 fuji30233 

倉敷川橋 くらしきがわ  岡山 fuji11663 

倉目谷橋  くらめたに 徳島 fuji18135 

倉野橋   くらの   鹿児 fuji34791 

倉渕橋   くらぶち  長崎 fuji15013 

層雲橋   そううん  北海 fuji44847 

惣郷川橋 そうごうがわ 山口 fuji25249 

想影橋   おもかげ  富山 fuji24481 

掃部橋   かもん  東京 fuji01966 

早月橋   はやつき  富山 fuji29593 

早月川橋 はやつきがわ 富山 fuji10927 

早口橋   はやぐち  秋田 fuji05224 

早口川橋 はやくちかわ 秋田 fuji08674 

早向橋   さっこう  新潟 fuji32743 

早出川橋  はやでがわ 新潟 fuji11622 

早鐘眼鐘橋  はやがねめがね  

         福岡 fuji00407 

早川橋   はやかわ 山梨 fuji08254 

早川橋   はやかわ 新潟 fuji12501 

早川橋   はやかわ 神奈 fuji15052 

早川田橋  さがわだ  群馬 fuji03373 

早田橋   さわだがわ 山形 fuji25663 

早田川橋  わさだかわ 山形 fuji25905 

早田陸橋  わさだ  山形 fuji42291 

早日渡橋  はやひと  宮崎 fuji32456 

早米来橋  そうめき  福岡 fuji10233 

早鈴橋   はやすず 宮崎 fuji53724 

槍の柄橋  やりのえ  熊本 fuji28055 

相浦川橋  あいのうら 長崎 fuji30770 

相可跨線橋  おうか  三重 fuji43620 

相賀橋   あいが  三重 fuji32832 

相賀川橋  おおががわ 和歌 fuji30047 

相月橋   あいづき  静岡 fuji28366 

相合橋   あいあい  長野 fuji02807 

相合橋   あいあう  大阪 fuji03338 

相瀬橋   あいせ  和歌 fuji48110 

相星橋   あいほし  鹿児 fuji24574 

相生橋   あいおい  岡山 fuji21718 

相生橋   あいおい  岩手 fuji27795 

相生橋   あいおい  京都 fuji09412 

相生橋   あいおい  熊本 fuji01105 

相生橋   あいおい  広島 fuji23636 

相生橋   あいおい  佐賀 fuji18875 

相生橋   あいおい  山形 fuji02886 

相生橋   あいおい  島根 fuji48574 

相生橋   あいおい  東京 fuji07373 

相生橋   あいおい  栃木 fuji23940 

相生橋   あいおい  兵庫 fuji17457 

相川橋   あいかわ  北海 fuji51142 

相走橋   あいばしり 愛知 fuji50959 

相沢川橋 あいざわがわ 静岡 fuji13865 

相文橋   あいも  岡山 fuji06061 

相明橋   そうみょう 静岡 fuji09971 

相模橋   さがみ  神奈 fuji11064 

相模湖高架橋 さがみこ  神奈 fuji52628 

相模小橋  さがみこ  神奈 fuji48905 

相模川橋  さがみがわ 神奈 fuji51023 

相模大橋  さがみおお 神奈 fuji12803 

相木川橋  あいきがわ 長野 fuji15096 

相良橋   さがら   熊本 fuji26545 

総社橋   そうじゃ  岡山 fuji21466 

総門橋   そうもん  岡山 fuji30735 

草生津川橋  くそおづ  秋田 fuji34888 

草津橋   くさつ   広島 fuji29316 

草津川橋  くさつがわ 滋賀 fuji35553 

草木沢橋  くさきざわ 東京 fuji24583 

草野橋   くさの   大阪 fuji26084 

草野川橋  くさのがわ 滋賀 fuji27922 

蒼社橋   そうしゃ  愛媛 fuji11461 

藻塩橋   もしお   東京 fuji14038 

藻岩橋   もいわ  北海 fuji03745 

藻興部橋  もおこつべ 北海 fuji35278 

藻汐橋   もしお   神奈 fuji21130 

藻川橋   もがわ  兵庫 fuji15348 

藻南橋   もなみ  北海 fuji32488 

走井橋   はしりい  滋賀 fuji00115 

走湯橋   はしりゆ  宮崎 fuji47742 

霜ケ原橋  しもがはら 滋賀 fuji32835 

霜下橋   しもした  神奈 fuji20709 

霜月田橋 しもつきでん 鹿児 fuji19186 

増井橋   ますい  大阪 fuji19427 

増田橋   ますだ  群馬 fuji05619 

増田橋   ますだ  滋賀 fuji07919 

蔵王橋   ざおう   新潟 fuji27545 

蔵所橋   くらしょ  愛知 fuji19554 

蔵前橋   くらまえ  東京 fuji19105 
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蔵造川水路橋 ぞうぞうがわ  

         長野 fuji10412 

促谷橋   そくたに  滋賀 fuji42433 

息長橋   おさなが  滋賀 fuji07924 

足羽橋   あすわ  福井 fuji42033 

足羽川橋  あすわかわ 福井 fuji49575 

足寄橋   あしょろ  北海 fuji33102 

足助大橋  あすけおお 愛知 fuji03618 

足駄橋   あしだ  新潟 fuji44810 

足沢橋   あしざわ  岐阜 fuji37607 

足谷川橋 あしたにがわ 愛媛 fuji06804 

足渡橋   くるど   島根 fuji23483 

足埜水橋  あしのみず 山形 fuji02912 

足尾橋   あしお  栃木 fuji31991 

足柄橋   あしがら  神奈 fuji15632 

袖川橋   そでかわ  岩手 fuji09633 

孫谷橋   まごたに  宮崎 fuji30629 

村雨橋   むらさめ  神奈 fuji52861 

村原橋   むらはら  鹿児 fuji25223 

村山橋   むらやま  山形 fuji09349 

村山橋   むらやま  長野 fuji11815 

村山橋   むらやま  東京 fuji19654 

村宿橋   むらじゅく 神奈 fuji33203 

村所橋   むらしょ  宮崎 fuji37755 

村中橋   むらなか  兵庫 fuji38326 

村田川橋  むらたがわ 千葉 fuji12459 

 

タ 

多嘉橋   たか   山形 fuji05120 

多賀橋   たが   滋賀 fuji35926 

多芸橋   たげ   岐阜 fuji26030 

多治見橋  たじみ  岐阜 fuji03613 

多々木橋  たたき  滋賀 fuji22347 

多々良架道橋 たたら  福岡 fuji34288 

多田川橋  ただがわ  福井 fuji14805 

多聞坊橋  たもんぼう 岩手 fuji09704 

多摩河原水道橋 たまがわら 

         東京 fuji50901 

多摩水道橋  たますいどう  

         東京 fuji33653 

多摩川橋  たまがわ  神奈 fuji20864 

多摩川橋  たまがわ  東京 fuji17879 

多摩川原橋  たまがわら 東京 fuji26777 

多摩川大橋  たまがわおお  

         東京 fuji31655 

多摩大橋  たまおお  東京 fuji48135 

多羅多羅橋  たらたら  福岡 fuji18449 

多和橋   たわ   北海 fuji36945 

太古良橋  たこら   奈良 fuji28713 

太鼓橋   たいこ  愛媛 fuji17724 

太鼓橋   たいこ  鹿児 fuji12793 

太鼓橋   たいこ  大阪 fuji41102 

太鼓橋   たいこ  東京 fuji00245 

太鼓橋   たいこ  兵庫 fuji27438 

太鼓橋   てこ   鹿児 fuji14136 

太左衛門橋  たざえもん 大阪 fuji00872 

太川橋   たがわ  新潟 fuji11066 

太田橋   おおた  岩手 fuji45591 

太田橋   おおた  岐阜 fuji18495 

太田橋   おおた  滋賀 fuji26077 

太田橋   おおた  神奈 fuji19968 

太田橋   おおた  静岡 fuji27662 

太田橋   おおた  大阪 fuji39969 

太田橋   おおた  東京 fuji21692 

太田橋   おおた  徳島 fuji29981 

太田橋   おおた  富山 fuji29100 

太田橋   おおた  兵庫 fuji30100 

太田川橋  おおたがわ 広島 fuji05325 

太田川橋  おおたがわ 静岡 fuji05666 

太田部橋  おおたぶ  群馬 fuji50885 

太平橋   おおだいら 山形 fuji50373 

太平橋   たいへい  熊本 fuji18058 

太平橋   たいへい  三重 fuji36601 

太平橋   たいへい  鹿児 fuji02385 

太平橋   たいへい  静岡 fuji06165 

太平橋   たいへい  大阪 fuji19866 

太平橋   だへい  沖縄 fuji00145 

太平川橋 たいへいかわ 秋田 fuji09554 

太用寺橋  たいようじ 福岡 fuji26861 

太陽橋   たいよう  大阪 fuji01819 

太良橋   たら   佐賀 fuji52225 

太郎橋   たろう   岡山 fuji21883 

太郎橋   たろう   香川 fuji47532 

太郎助橋  たろうすけ 大阪 fuji21291 

打井川橋  うついがわ 高知 fuji32174 

打越橋   うちこし  神奈 fuji19835 

打見橋   うちみ   兵庫 fuji15698 

打保架道橋  うつぼ  岐阜 fuji24976 

打保橋   うつぼ  岐阜 fuji24716 

対影橋   たいけい  長野 fuji20346 

対港橋   たいこう  富山 fuji30633 

対山橋   たいざん  石川 fuji10630 

対鶴橋   たいかく  岐阜 fuji14982 

帯雲橋   たいうん  岐阜 fuji03904 

帯江橋   おびえ  愛媛 fuji32522 

帯里橋   おびり  北海 fuji27787 

待橋    まち   神奈 fuji32646 

待場橋   まちば  千葉 fuji09363 

泰喜橋   たいき  東京 fuji21380 

泰原橋   たいばら  奈良 fuji28711 

泰才橋   しんさい  神奈 fuji41004 

泰寧寺砂防堰堤橋 たいねいじ 

         群馬 fuji34674 

泰平橋   たいへい  岡山 fuji11868 

泰平橋   たいへい  熊本 fuji39705 

泰平橋   たいへい  新潟 fuji04784 

苔縄橋   こけなわ  兵庫 fuji09421 

袋川橋   ふくろがわ 鳥取 fuji11653 

鯛之田橋  たいのた  熊本 fuji18459 

鯛浜橋   たいのはま 徳島 fuji04413 

代官橋   だいかん  熊本 fuji36036 

代継橋   よつぎ  熊本 fuji15881 

代五郎橋  だいごろう 新潟 fuji41518 

代辻橋   だいつじ  神奈 fuji50552 

台城橋   だいじょう 長野 fuji11494 

大阿一の橋  たいあいちの  

         神奈 fuji30614 

大井橋   おおい  岡山 fuji27072 

大井橋   おおい  滋賀 fuji25045 

大井橋   おおい  神奈 fuji20051 

大井橋   おおい  徳島 fuji23266 

大井後橋  おおいご  島根 fuji53120 

大井手橋  おおいで  熊本 fuji09215 

大井手橋  おおいで  長崎 fuji00520 

大井水管橋  おおい  東京 fuji52299 

大井川橋  おおい  山口 fuji21250 

大井川橋  おおいかわ 静岡 fuji05664 

大磯橋   おおぞ  兵庫 fuji25088 

大磯高架橋  おおいそ  神奈 fuji46934 

大羽橋   おおばね  神奈 fuji35132 

大浦橋   おおうら  山形 fuji49468 

大運橋   だいうん  大阪 fuji37794 

大雲橋   おおくも  京都 fuji07407 

大栄橋   だいえい  埼玉 fuji40806 

大栄橋   だいえい  東京 fuji02118 

大越沢橋  おおこしさわ山形 fuji29879 

大園橋   おおぞの  鹿児 fuji09859 

大堰橋   おおい  京都 fuji07194 

大堰川橋  おおいがわ 京都 fuji11543 

大横橋   おおよこ  東京 fuji21108 

大岡川橋 おおおかがわ 神奈 fuji19909 

大音琴石橋  おおねごといし  

         長崎 fuji25583 

大加勢橋（眼鏡橋） おおかせ  

         佐賀 fuji18453 

大河原橋 おおかわはら 福岡 fuji17860 

大河原橋  おおかわら 福岡 fuji19152 

大河原橋  おおがわら 宮城 fuji38815 

大河原大橋  おおかわらおお  

         京都 fuji48396 

大垣大橋  おおがきおお 岐阜 fuji43181 

大楽毛橋  おたのしけ 北海 fuji05808 

大潟橋   おおがた  秋田 fuji48023 

大巻橋   おおまき  山形 fuji29174 

大貫橋   おおぬき  島根 fuji52962 

大関橋   おおぜき  長野 fuji31298 

大館橋   おおだて  秋田 fuji37390 

大館新橋 おおだてしん 秋田 fuji39861 

大館大橋 おおだておお 秋田 fuji27738 

大丸橋   おおまる  鹿児 fuji20468 

大丸太鼓橋  おおまる  宮崎 fuji01292 

大喜橋   だいき  大阪 fuji39944 

大亀橋   おおかめ  香川 fuji22406 

大久川橋 おおひさかわ 福岡 fuji35463 

大久保橋  おおくぼ  鹿児 fuji29024 

大久保橋  おおくぼ  長野 fuji04169 

大久保橋  おおくぼ  東京 fuji22017 

大久保谷橋  おおくぼたに 

         徳島 fuji26137 

大宮橋   おおみや  岡山 fuji35826 

大宮橋   おおみや  香川 fuji16912 

大宮橋   おおみや  大阪 fuji41101 

大宮跨線橋  おおみや  京都 fuji26655 

大宮谷橋 おおみやたに 徳島 fuji44140 

大居橋   おおい  和歌 fuji48034 

大鋸橋   たいぎり  神奈 fuji17540 

大橋    おお   茨城 fuji25931 

大橋    おお   岡山 fuji22383 

大橋    おお   宮城 fuji06605 

大橋    おお   広島 fuji22396 

大橋    おお   山形 fuji10043 

大橋    おお   鹿児 fuji14753 

大橋    おお   新潟 fuji38898 

大橋    おお   神奈 fuji26001 

大橋    おお   青森 fuji00885 

大橋    おお   千葉 fuji15851 

大橋    おお   長野 fuji04796 

大橋    おお   島根 fuji02179 

大橋    おお   東京 fuji10255 

大橋    おお   福岡 fuji25926 

大橋    おお   兵庫 fuji17958 

大橋    おお   和歌 fuji16292 

大橋    てんじん  高知 fuji00135 

大郷橋   だいごう  新潟 fuji27246 

大仰橋   おおき  三重 fuji05539 

大曲橋   おおまがり 岩手 fuji15983 

大曲橋   おおまがり 秋田 fuji29115 

大曲大橋 おおまがりおお 秋田 fuji01378 

大金沢橋 おおかなざわ 福岡 fuji32140 

大窪橋   おおくぼ  熊本 fuji01330 

大窪橋   おおくぼ  鹿児 fuji23574 

大形橋   おおかた  茨城 fuji27741 

大継橋   おおつぎ  兵庫 fuji23814 

大月橋   おおつき  山梨 fuji01636 

大見橋   おおみ  兵庫 fuji27959 

大元橋   おおもと  愛媛 fuji19609 

大原橋   おおはら  岡山 fuji02837 

大原橋   おおはら  新潟 fuji44310 

大原橋   おおはら  鳥取 fuji30411 

大原橋   おおはら  福岡 fuji28579 

大古山橋  おおごやま 茨城 fuji47446 

大呼戸橋  おおよびと 山梨 fuji33619 

大呼戸沢橋  おおよびとざわ 

         山梨 fuji48072 

大戸橋   おおと  徳島 fuji26428 

大戸川橋  おおとがわ 滋賀 fuji29265 
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大戸川橋  だいどがわ 滋賀 fuji51820 

大光寺橋 だいこうじ  栃木 fuji39001 

大口橋   おおぐち  神奈 fuji11141 

大向橋   だいこう  愛知 fuji06642 

大江橋   おおえ  愛媛 fuji25173 

大江橋   おおえ  神奈 fuji01864 

大江橋   おおえ  大阪 fuji00449 

大江橋   おおえ  北海 fuji44946 

大江小橋  おおえこ  滋賀 fuji33382 

大江川橋  おおえがわ 愛知 fuji17655 

大江大橋  おおえおお 滋賀 fuji15870 

大甲橋   たいこう  熊本 fuji17486 

大綱橋   おおつな  山形 fuji39334 

大綱橋   おおつな  神奈 fuji07164 

大行司橋  だいぎょうじ 福岡 fuji36060 

大高橋   おおたか  福岡 fuji27820 

大国橋   だいこく  千葉 fuji42235 

大黒橋   たいこく  栃木 fuji26222 

大黒橋   だいこく  大阪 fuji03337 

大黒橋   だいこく  長野 fuji41532 

大砂川橋 おおすながわ 滋賀 fuji45960 

大座本橋  おざもと  奈良 fuji28710 

大坂橋   おおさか  大阪 fuji00108 

大阪橋   おおさか  北海 fuji46028 

大崎橋   おおさき  東京 fuji21282 

大崎高架橋  おおさき  東京 fuji20480 

大山橋   おおやま  広島 fuji35393 

大山橋   おおやま  神奈 fuji51957 

大山崎橋 おおやまさき 京都 fuji43165 

大山川橋 おおやまがわ 滋賀 fuji49320 

大子橋   だいご  茨城 fuji20313 

大師橋   だいし  東京 fuji29554 

大枝橋   おおえだ  沖縄 fuji00624 

大鹿橋   おおしか  神奈 fuji22955 

大鹿淵橋 おおしかぶち 長野 fuji16536 

大手橋   おおて  茨城 fuji26749 

大手橋   おおて  京都 fuji04877 

大手橋   おおて  滋賀 fuji17447 

大手橋   おおて  大阪 fuji18439 

大手橋   おおて  長野 fuji28363 

大手橋   おおて  福井 fuji29231 

大手橋   おおて  福岡 fuji25237 

大樹橋   たいき  北海 fuji08769 

大住橋   おおすみ  兵庫 fuji34521 

大将軍橋 だいじょうごん 大分 fuji36815 

大松川橋 おおまつがわ 徳島 fuji18053 

大沼川橋 おおぬまがわ 滋賀 fuji27287 

大渉橋   おおわたり 大阪 fuji03083 

大祥橋   たいしょう 徳島 fuji12757 

大乗寺橋  だいじょうじ 兵庫 fuji30409 

大城橋   おおき  福岡 fuji31817 

大森橋   おおもり  東京 fuji17431 

大深山橋  おおみやま 長野 fuji16052 

大深沢橋 おおふかざわ 宮城 fuji41937 

大深谷橋  おおふかや 福岡 fuji27828 

大深入橋 おおふかいり 福岡 fuji33611 

大仁橋   おおひと  静岡 fuji03615 

大吹橋   おおふき  大阪 fuji19406 

大垂水橋  おおたるみ 神奈 fuji29653 

大水戸橋  おおみと  滋賀 fuji23221 

大杉橋   おおすぎ  山形 fuji26852 

大菅橋   おおすが  新潟 fuji52886 

大瀬橋   だいぜ  福岡 fuji14415 

大成橋   たいせい  埼玉 fuji23957 

大成跨線橋  おおなり  埼玉 fuji27543 

大正橋   たいしょう 茨城 fuji24626 

大正橋   たいしょう 岡山 fuji23553 

大正橋   たいしょう 岩手 fuji12659 

大正橋   たいしょう 熊本 fuji12771 

大正橋   たいしょう 群馬 fuji02867 

大正橋   たいしょう 広島 fuji38076 

大正橋   たいしょう 香川 fuji12985 

大正橋   たいしょう 高知 fuji19063 

大正橋   たいしょう 三重 fuji13159 

大正橋   たいしょう 新潟 fuji13721 

大正橋   たいしょう 神奈 fuji18983 

大正橋   たいしょう 大阪 fuji13742 

大正橋   たいしょう 大分 fuji13251 

大正橋   たいしょう 長野 fuji15232 

大正橋   たいしょう 鳥取 fuji23824 

大正橋   たいしょう 福岡 fuji14443 

大正橋   たいしょう 北海 fuji13109 

大正寺橋  たいしょうじ 鹿児 fuji24221 

大西橋   おおにし  滋賀 fuji38854 

大石田大橋  おおいしだおお 

         山形 fuji09082 

大仙橋   だいせん  岡山 fuji12555 

大川一号橋  おおかわ  宮城 fuji23103 

大川橋   おおかわ  京都 fuji11433 

大川橋   おおかわ  高知 fuji33033 

大川橋   おおかわ  山形 fuji20308 

大川橋   おおかわ  滋賀 fuji00765 

大川橋   おおかわ  鹿児 fuji16282 

大川橋   おおかわ  秋田 fuji18958 

大川橋   おおかわ  徳島 fuji23262 

大川橋   おおかわ  福岡 fuji35172 

大川橋   おおかわ  福島 fuji18568 

大川橋   おおかわ  兵庫 fuji27957 

大川原橋  おおかわら 鹿児 fuji17759 

大川端橋 おおかわばた 秋田 fuji49513 

大川内橋 おおかわうち 鹿児 fuji01667 

大扇橋   たいせん  神奈 fuji29826 

大泉橋   おおいずみ 山形 fuji02528 

大船橋   おおふな  大阪 fuji28301 

大船川橋 おおふねかわ 北海 fuji27379 

大前橋   おおまえ  島根 fuji53121 

大膳橋   だいぜん  京都 fuji04879 

大曽根架道橋 おおそね  神奈 fuji18785 

大倉大橋  おおくらおお 宮城 fuji40837 

大草橋   おおくさ  福岡 fuji26855 

大蔵橋   おおくら  山形 fuji22746 

大蔵谷橋 おおぞうたに 岐阜 fuji50911 

大束川橋 だいそくがわ 香川 fuji20641 

大岱橋   おおだい  秋田 fuji36557 

大代橋   おおじろ  静岡 fuji00248 

大滝橋   おおたき  岐阜 fuji53545 

大滝橋   おおたき  秋田 fuji38272 

大滝橋   おおたき  新潟 fuji47668 

大滝根川橋  おおたきねかわ  

         福岡 fuji13836 

大沢橋   おおさわ  宮城 fuji42362 

大沢橋   おおさわ  群馬 fuji23543 

大沢畑橋 おおさわばた 新潟 fuji13394 

大谷橋   おおたに  三重 fuji31981 

大谷橋   おおたに  神奈 fuji24691 

大谷橋   おおたに  東京 fuji46153 

大谷橋   おおたに  福井 fuji49483 

大谷橋   だいや  栃木 fuji22252 

大谷尻橋 おおたにじり 滋賀 fuji40265 

大谷川橋 おおたにがわ 福島 fuji30142 

大谷川橋  おおやがわ 宮城 fuji14486 

大谷川橋  だいやがわ 栃木 fuji15048 

大地橋   おおぢ  大阪 fuji48557 

大地沢橋  おおちざわ 東京 fuji53774 

大池橋   おおいけ  静岡 fuji12687 

大池橋   おおいけ  大阪 fuji25743 

大町橋   おおまち  佐賀 fuji29150 

大長大橋 おおちょうおお 広島 fuji50775 

大鳥橋   おおとり  鹿児 fuji14138 

大鳥橋   おおとり  福岡 fuji44798 

大直利橋  おおなおり 秋田 fuji09081 

大津橋   おおつ  愛知 fuji25246 

大槌橋   おおつち  岩手 fuji26820 

大塚橋   おおつか  山口 fuji09044 

大塚橋   おおつか  鹿児 fuji10423 

大塚橋   おおつか  神奈 fuji50400 

大塚橋   おおつか  東京 fuji35524 

大塚橋   おおつか  和歌 fuji23879 

大塚高橋 おおつかたか 熊本 fuji26489 

大坪橋   おおつぼ  熊本 fuji01597 

大坪橋   おおつぼ  和歌 fuji31001 

大坪跨線橋  おおつぼ  山口 fuji13290 

大坪跨線橋  おおつぼ  神奈 fuji48998 

大釣橋   おおつり  岡山 fuji28400 

大天橋   だいてん  京都 fuji16313 

大殿橋   おおとの  徳島 fuji29698 

大田切橋  おおたぎり 長野 fuji02805 

大渡橋   おおど  岩手 fuji28512 

大渡橋   おおわたり 群馬 fuji11140 

大渡橋   おおわたり 広島 fuji05933 

大渡橋   おおわたり 栃木 fuji51254 

大渡橋   おおわたり 富山 fuji07231 

大渡橋   おわたり  大分 fuji16579 

大渡戸橋 おおわたりど 山形 fuji02742 

大塔橋   おおとう  奈良 fuji36122 

大塔橋   おおとう  和歌 fuji24776 

大島橋   おおしま  新潟 fuji52890 

大島橋   おおしま  長野 fuji37644 

大島橋   おおしま  兵庫 fuji19581 

大島橋   おおじま  東京 fuji19249 

大湯橋   おおゆ  秋田 fuji43435 

大藤橋   おおふじ  栃木 fuji42384 

大洞橋   おおぼら  埼玉 fuji41925 

大道橋   だいどう  神奈 fuji45939 

大道泉橋 だいどういずみ 栃木 fuji39734 

大徳寺橋  だいとくじ 鹿児 fuji14144 

大栃橋   おおどち  高知 fuji35231 

大奈路橋  おおなろ  高知 fuji40660 

大内沢橋 おおうちざわ 福岡 fuji44284 

大鍋橋   おおなべ  福岡 fuji48346 

大縄橋   おおなわ  神奈 fuji20337 

大日橋   だいにち  東京 fuji21378 

大日橋   だいにち  富山 fuji05866 

大日向橋  おおひなた 群馬 fuji39709 

大白川橋 おおしらかわ 岐阜 fuji27466 

大薄橋   おおすき  鹿児 fuji15026 

大畑橋   おおばたけ 神奈 fuji18779 

大肥橋   おおい  大分 fuji08268 

大美谷橋  おおぶたに 徳島 fuji31715 

大浜橋   おおはま  熊本 fuji26178 

大富橋   おおとみ  愛知 fuji32375 

大富橋   おおとみ  東京 fuji22028 

大布橋   おおぬの  新潟 fuji19860 

大武川橋  おおむかわ 山梨 fuji39748 

大物橋   だいもつ  兵庫 fuji25850 

大分川橋 おおいたがわ 大分 fuji42269 

大文字橋  だいもんじ 京都 fuji25063 

大平眼鏡橋  おおひら  熊本 fuji10190 

大平橋   おおだいら 福岡 fuji03846 

大平橋   おおひら  山形 fuji43129 

大平橋   たいへい  東京 fuji39619 

大平橋   たいへい  福岡 fuji13697 

大歩危橋  おおぼけ  徳島 fuji25513 

大峰橋   おおみね  京都 fuji48031 

大豊橋   おおとよ  北海 fuji37847 

大坊橋  でっかんぼう 東京 fuji13646 

大北橋   おおきた  茨城 fuji22249 

大堀橋   おおぼり  滋賀 fuji29965 

大麻生堰用水橋 おおあそうせき 

         埼玉 fuji08983 

大木橋   たいき  佐賀 fuji09335 

大目橋   おおめ  大阪 fuji22090 

大門橋   だいもん  愛媛 fuji18860 

大門橋   だいもん  神奈 fuji50392 

大門橋   だいもん  静岡 fuji33082 

大門橋   だいもん  長崎 fuji07650 
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大門橋   だいもん  富山 fuji00363 

大門橋   だいもん  兵庫 fuji07781 

大門川橋 だいもんがわ 山梨 fuji26630 

大門大橋 だいもんおお 富山 fuji29462 

大野橋   おおの  新潟 fuji51274 

大野川橋  おおのがわ 大分 fuji15710 

大矢野橋  おおやの  熊本 fuji48061 

大雄橋   だいゅう  神奈 fuji18778 

大淀橋   おおよど  宮崎 fuji08611 

大淀川橋 おおよどかわ 鹿児 fuji16837 

大嵐橋   おおぞれ  愛知 fuji27468 

大利根橋  おおとね  茨城 fuji21836 

大里橋   おおさと  大阪 fuji52267 

大輪橋   おおわ  静岡 fuji28323 

大輪田橋  おおわだ  兵庫 fuji17164 

大路橋   おおじ  鹿児 fuji15327 

大路橋   おおじ  福岡 fuji48503 

大浪橋   おおなみ  大阪 fuji28338 

大和橋   やまと  愛媛 fuji26796 

大和橋   やまと  茨城 fuji14332 

大和橋   やまと  岡山 fuji24121 

大和橋   やまと  広島 fuji14544 

大和橋   やまと  山口 fuji03646 

大和橋   やまと  山口 fuji18851 

大和橋   やまと  秋田 fuji26839 

大和橋   やまと  千葉 fuji05438 

大和橋   やまと  大阪 fuji00579 

大和橋   やまと  東京 fuji00673 

大和川橋  やまとがわ 大阪 fuji05425 

大和川橋  やまとがわ 奈良 fuji16243 

大和川大橋  やまとがわおお  

         大阪 fuji28414 

大和田橋  おおわだ  東京 fuji19513 

大簗橋   おおやな  岩手 fuji09632 

鷹ノ橋   たかの  東京 fuji35917 

鷹ノ巣橋   たかのす  愛知 fuji35982 

鷹ノ巣橋   たかのす  鹿児 fuji28063 

鷹架橋   たかほこ  青森 fuji10529 

鷹岩橋   たかいわ  大分 fuji19879 

鷹橋    たか   埼玉 fuji26895 

鷹匠橋   たかしょう 大阪 fuji38611 

鷹匠町橋 たかしょうまち 神奈 fuji33134 

鷹栖橋   たかす  北海 fuji06665 

鷹巣橋   たかのす  秋田 fuji08144 

鷹二橋   たかに  大阪 fuji38610 

鷹野人道橋  たかの  神奈 fuji53059 

鷹野大橋  たかのおお 神奈 fuji45534 

滝ノ岩橋   たきのいわ 山形 fuji02621 

滝ノ小橋   たきのこ  山形 fuji02622 

滝の川橋  たきのかわ 神奈 fuji18624 

滝ノ沢橋   たきのさわ 東京 fuji20783 

滝ノ湯橋   たきのゆ  北海 fuji38772 

滝の鼻橋  たきのはな 埼玉 fuji17771 

滝岡橋   たきおか  埼玉 fuji09092 

滝下橋   たきした  茨城 fuji36093 

滝下橋   たきした  北海 fuji23090 

滝宮橋   たきのみや 香川 fuji07603 

滝居架道橋  たきい  大阪 fuji25391 

滝見橋   たきみ  神奈 fuji48526 

滝川橋   たきがわ  茨城 fuji30144 

滝沢橋   たきざわ  神奈 fuji29945 

滝谷川橋  たきやがわ 福島 fuji30163 

滝之橋   たきの  神奈 fuji00919 

滝尾橋   たきお  大分 fuji43957 

滝野橋   たきの  東京 fuji23320 

滝野大橋  たきのおお 兵庫 fuji37776 

瀧川橋   たつかわ  茨城 fuji29000 

瀧谷川橋  たきやがわ 福岡 fuji33600 

宅野島橋  たくのしま 愛知 fuji34172 

沢海橋   さわみ  東京 fuji09755 

沢尻橋   さわじり  新潟 fuji13276 

沢水加川橋  さばかがわ 静岡 fuji05625 

沢田橋   さわだ  鹿児 fuji22446 

沢無田橋  さわむた  熊本 fuji01703 

沢牟田橋  さわむた  鹿児 fuji28240 

沢良宜橋  さわらぎ  大阪 fuji38023 

濁澄橋   にごりすみ 石川 fuji11703 

濁川橋   にごりかわ 熊本 fuji14741 

濁川橋   にごりかわ 長野 fuji50950 

濁川橋   にごりかわ 福岡 fuji25915 

濁川橋   にごりかわ 福島 fuji11609 

只見川橋  ただみがわ 福岡 fuji30137 

只見川橋  ただみがわ 福島 fuji30162 

只子沢橋  ただこさわ 福岡 fuji40905 

只川橋   ただかわ  群馬 fuji07837 

達翁橋   たつおう  群馬 fuji26878 

達曽部橋  たっそべ  岩手 fuji30568 

辰己橋   たつみ  大阪 fuji43260 

辰己橋   たつみ  兵庫 fuji10273 

辰口橋   たつのくち 石川 fuji33655 

巽橋    たつみ  京都 fuji01127 

巽橋    たつみ  東京 fuji02547 

竪川橋   たてかわ  東京 fuji39921 

棚沢橋   たなざわ  東京 fuji13305 

棚尾橋   たなお  愛知 fuji06167 

谷ノ平橋   たにのひら 熊本 fuji26490 

谷戸橋   たんど  福井 fuji25516 

谷戸橋   やと   神奈 fuji01430 

谷後橋   やご   山梨 fuji52389 

谷口橋   たにぐち  徳島 fuji26430 

谷合橋   たにあい  岡山 fuji08890 

谷合橋   たにあい  島根 fuji30557 

谷住郷橋  たにじゅうごう 島根 fuji31982 

谷瀬吊橋  たにせ  奈良 fuji33589 

谷川橋   たにかわ  茨城 fuji37315 

谷川橋   たにがわ  熊本 fuji20813 

谷川内第二橋 たにがわうち  

         鹿児 fuji24575 

谷村橋   やむら  山梨 fuji52561 

谷沢川橋  やざわがわ 東京 fuji21122 

谷地橋   やち   山形 fuji30408 

谷築橋   やちく   東京 fuji35916 

谷中橋   やなか  東京 fuji35036 

谷津坂跨線橋 やつざか  神奈 fuji53062 

谷津二の橋  やつにの  神奈 fuji20582 

谷田川橋  やだがわ 福岡 fuji52422 

谷和原大橋  やわらおお 茨城 fuji41973 

狸橋   たぬき   京都 fuji29270 

狸橋   たぬき   東京 fuji24792 

樽ケ橋   たるが  新潟 fuji19861 

樽ケ橋   たるが  石川 fuji53786 

樽屋橋   たるや  大阪 fuji20154 

丹過橋   たんが  福岡 fuji01664 

丹生橋   にゅう   山形 fuji03271 

丹生橋   にゅう   奈良 fuji25103 

丹生橋   にゅう   和歌 fuji09236 

丹生川橋  にうがわ  山形 fuji05483 

丹生川橋  にゅうがわ 山形 fuji06106 

丹生川橋  にゅうがわ 滋賀 fuji32162 

丹生川橋  にゅうがわ 和歌 fuji17791 

丹生川大橋  にゅうがわおお 

         山形 fuji43275 

丹生大橋  にうおお  福井 fuji49484 

丹生谷橋  にゅうだに 徳島 fuji18373 

丹生附橋  にっき   鹿児 fuji16592 

丹縄橋   たんなわ  東京 fuji18910 

丹波橋   たんば  京都 fuji18810 

丹波大橋  たんばおお 京都 fuji51300 

丹波島橋  たんばじま 長野 fuji02023 

担橋    かつぎ  福岡 fuji21293 

旦渡橋   たんど  滋賀 fuji24828 

旦土橋   だんど  岡山 fuji14968 

淡輪川橋 たんのわがわ 大阪 fuji08010 

炭屋橋   すみや  大阪 fuji08210 

炭屋橋   すみや  東京 fuji01788 

炭床橋   すみとこ  鹿児 fuji20822 

炭谷橋   すみや  東京 fuji03859 

端間橋   はたま  福岡 fuji37148 

端駈橋   はながけ  奈良 fuji19867 

端建蔵橋  はたてくら 大阪 fuji05055 

端午橋   たんご  神奈 fuji19685 

端川橋   はしかわ  滋賀 fuji25054 

端野大橋  たんのおお 北海 fuji48155 

胆沢橋   いざわ  岩手 fuji44738 

胆沢川橋  いさわかわ 岩手 fuji06025 

鍛冶屋下の橋 かじやしも 熊本 fuji00984 

鍛冶屋橋  かじや  山梨 fuji39747 

鍛冶屋上の橋 かじやかみ 熊本 fuji00982 

鍛冶屋中の橋 かじやなか 熊本 fuji00983 

鍛冶屋敷第一橋 かじやしき  

         神奈 fuji52335 

鍛冶橋   かじ   東京 fuji02405 

団栗橋   どんぐり  京都 fuji04712 

団栗疏水橋  だんぐりそすい  

         京都 fuji43294 

弾正橋   だんじょう 東京 fuji02889 

男橋    おとこ  東京 fuji04969 

男山索道橋  おとこやま 京都 fuji18507 

男成川目鑑橋） おとこなり 熊本 fuji01147 

男里川橋 おのさとがわ 大阪 fuji07701 

 

チ 

知原橋   ちはら  岐阜 fuji17138 

知床大橋  しれとこおお北海 fuji49506 

知茶布一号橋 ちちゃっぷ 北海 fuji34873 

知内川橋  ちないがわ 滋賀 fuji08581 

知来跨線橋  ちらい  北海 fuji49900 

知良々橋  ちらら   滋賀 fuji47506 

地獄橋   じごく   千葉 fuji23966 

地獄沢水路橋 じごくさわ 福岡 fuji15854 

地震滝橋  ないのたき 長野 fuji50924 

地蔵橋   じぞう   熊本 fuji01118 

地蔵橋   じぞう   香川 fuji13692 

地蔵橋   じぞう   神奈 fuji51803 

地蔵橋   じぞう   大阪 fuji41887 

地蔵橋   じぞう   東京 fuji08163 

地方橋   じかた  東京 fuji21078 

地方新橋  じかたしん 東京 fuji21114 

智頭京橋  ちずきょう 鳥取 fuji25829 

智頭橋   ちず   鳥取 fuji02370 

智徳橋   ちとく   広島 fuji16864 

池下橋   いけした  神奈 fuji12481 

池穴橋   いけあな  奈良 fuji22687 

池原橋   いけはら  奈良 fuji20896 

池在橋   いけざい  大分 fuji17183 

池上橋   いけがみ  神奈 fuji27866 

池上線跨線線路橋 いけがみせん  

         東京 fuji19320 

池城橋   いけぐすく 沖縄 fuji01071 

池田橋   いけだ  茨城 fuji21338 

池田橋   いけだ  大阪 fuji17951 

池田大橋  いけだおお 北海 fuji40830 

池田矼（橋）  いけだはし 沖縄 fuji00086 

池之園橋  いけのその 鹿児 fuji43968 

稚児橋   ちご   静岡 fuji00177 

置賜橋   おきたま  山形 fuji19756 

築井大橋  つくいおお 神奈 fuji31201 

築瀬橋   ちくせ   岡山 fuji27067 

築地橋   つきじ   香川 fuji25412 

築地橋   つきじ   東京 fuji03002 

築地橋   つきじ   和歌 fuji07595 

築地原水路橋１号  つきじはら  

         宮崎 fuji12783 

築島橋   つきしま  東京 fuji22035 

竹屋橋   たけや  東京 fuji29650 

竹下橋   たけした  鹿児 fuji17194 
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竹橋    たけ   東京 fuji02094 

竹芝橋   たけしば  東京 fuji16851 

竹森橋   たけもり  東京 fuji04763 

竹田橋   たけた  大分 fuji18157 

竹田橋   たけだ  鳥取 fuji29622 

竹島橋   たけしま  愛知 fuji24047 

竹之牧橋  たけのまき 熊本 fuji01479 

竹迫橋   たけさこ  鹿児 fuji23843 

竹鳩橋   だけく   宮崎 fuji36474 

竹野新橋  たけのしん 兵庫 fuji30229 

竹野川橋  たけのがわ 兵庫 fuji12054 

筑後川橋  ちくごがわ 福岡 fuji17229 

筑後川昇開橋 ちくごがわ 佐賀 fuji24460 

筑紫橋   ちくし   北海 fuji36834 

筑前橋   ちくぜん  大阪 fuji02145 

秩父橋   ちちぶ  埼玉 fuji04888 

茶の木橋  ちゃのき  新潟 fuji38292 

茶園橋   ちゃえん  大阪 fuji21206 

茶屋ケ鼻橋  ちゃやがはな  

         大分 fuji38812 

茶屋川橋  ちゃやがわ 北海 fuji52692 

茶屋町橋  ちゃやまち 福岡 fuji06253 

茶屋町橋  ちゃやまち 北海 fuji44030 

茶釜川橋 ちゃがまがわ 滋賀 fuji47507 

茶郷橋   ちゃごう  新潟 fuji51969 

茶志別橋  ちゃしべつ 北海 fuji37681 

中の橋   なかの  岩手 fuji00190 

中の橋   なかの  大阪 fuji06537 

中の橋   なかの  長崎 fuji25579 

中ノ郷橋   なかのごう 京都 fuji20370 

中の瀬橋  なかのせ  岡山 fuji22379 

中ノ川橋   なかのがわ 滋賀 fuji00808 

中の川内橋  なかのかわうち  

         熊本 fuji13246 

中愛別橋 なかあいべつ 北海 fuji43250 

中鮎喰橋  なかあくい 徳島 fuji33257 

中井橋   なかい  岡山 fuji19486 

中井橋   なかい  鳥取 fuji29015 

中越橋一号橋 なかごし  岐阜 fuji41537 

中園橋   なかぞの  熊本 fuji01168 

中央橋   ちゅうおう 広島 fuji50051 

中央橋   ちゅうおう 大分 fuji18465 

中央橋   ちゅうおう 北海 fuji23897 

中央橋   ちゅおう  長野 fuji22526 

中屋敷橋  なかやしき 鹿児 fuji21521 

中河内橋  なかかわち 福岡 fuji19163 

中角橋   なかつの  福井 fuji02342 

中丸橋   なかまる  福岡 fuji40904 

中岩橋   なかいわ  栃木 fuji01569 

中吉田高架橋 なかよしだ 静岡 fuji51027 

中橋    なか   愛知 fuji06735 

中橋    なか   岡山 fuji02651 

中橋    なか   岐阜 fuji00853 

中橋    なか   栃木 fuji13194 

中橋    なか   和歌 fuji33679 

中興橋   ちゅうこう 北海 fuji26812 

中郷橋   なかごう  鳥取 fuji40416 

中筋橋   なかすじ  大阪 fuji26736 

中桑原橋 なかくわばら 大阪 fuji43640 

中郡橋   ちゅうぐん 滋賀 fuji11093 

中原橋   なかはら  岡山 fuji34192 

中原橋   なかはら  熊本 fuji13249 

中原橋   なかばら  奈良 fuji35986 

中古沢橋  なかこさわ 和歌 fuji19936 

中戸橋   なかと  長崎 fuji33159 

中御所跨線橋 なかごしょ 長野 fuji26973 

中広大橋 なかひろおお 広島 fuji50290 

中高野街道架道橋  

  なかこうやかいどう 大阪 fuji28472 

中座橋   なかざ  島根 fuji44764 

中崎橋   なかざき  和歌 fuji38641 

中山橋   なかやま  山形 fuji02878 

中山橋   なかやま  神奈 fuji45319 

中山川橋 なかやまがわ 愛媛 fuji16637 

中鹿橋   なかしか  東京 fuji21605 

中州橋   なかす  東京 fuji19952 

中州橋   なかす  福岡 fuji10516 

中所橋   なかぞ  山口 fuji28821 

中城橋   ちゅうじょう 大分 fuji10421 

中森橋   なかもり  香川 fuji25495 

中神橋   なかがみ  茨城 fuji43566 

中水流平橋  なかくわずるだいら  

         宮崎 fuji41592 

中瀬橋   なかのせ  宮城 fuji00503 

中川橋   なかがわ  愛知 fuji21779 

中川橋   なかがわ  岡山 fuji02585 

中川橋   なかがわ  熊本 fuji48596 

中川橋   なかがわ  神奈 fuji30783 

中川橋   なかがわ  東京 fuji24629 

中川橋   なかがわ  北海 fuji36786 

中川橋   なかご  長崎 fuji14739 

中川原橋  なかかわら 滋賀 fuji29682 

中川原橋  なかがわら 愛媛 fuji23271 

中川新橋 なかがわしん 東京 fuji22808 

中川大橋 なかがわおお 三重 fuji33307 

中川放水路橋 なかがわほうすいろ  

         東京 fuji53180 

中村眼鏡橋  なかむら  熊本 fuji01350 

中村橋   なかむら  岡山 fuji20408 

中村橋   なかむら  滋賀 fuji29267 

中村橋   なかむら  鹿児 fuji19188 

中村橋   なかむら  新潟 fuji52885 

中村橋   なかむら  神奈 fuji18627 

中沢橋   なかざわ  神奈 fuji24930 

中沢川橋  なかざわがわ 山形 fuji23110 

中谷橋   なかたに  鹿児 fuji20474 

中谷橋   なかたに  徳島 fuji48114 

中谷橋   なかや  神奈 fuji26266 

中谷橋   なかや  東京 fuji44308 

中津橋   なかつ  京都 fuji21426 

中津橋   なかつ  鹿児 fuji29722 

中津橋   なかつ  大阪 fuji12081 

中津橋   なかつ  長野 fuji02027 

中津江橋  なかつえ  山口 fuji38077 

中津高架橋  なかつ  大阪 fuji24263 

中津川橋  なかつがわ 神奈 fuji43455 

中津大橋  なかつおお 愛媛 fuji17794 

中店橋   なかみせ  広島 fuji42770 

中田橋   なかた  神奈 fuji25312 

中田跨線道路橋 なかた 神奈 fuji46030 

中土戸橋  なかと  愛知 fuji10267 

中島橋   なかしま  福岡 fuji04040 

中島橋   なかじま  愛知 fuji26759 

中島橋   なかじま  宮城 fuji21323 

中島橋   なかじま  神奈 fuji31177 

中島橋   なかのしま 大阪 fuji03081 

中島出来島大橋 なかじまできじまおお 

         大阪 fuji52486 

中島大橋 なかじまおお 石川 fuji34280 

中道橋   なかみち  山梨 fuji08663 

中道橋   なかみち  滋賀 fuji27008 

中鍋橋   なかなべ  大分 fuji28382 

中之橋   なかの  沖縄 fuji31959 

中之橋   なかの  東京 fuji01952 

中之湖橋  なかのこ  滋賀 fuji39078 

中之瀬橋  なかのせ  熊本 fuji19630 

中之瀬橋  なかのせ  三重 fuji40864 

中濃大橋 ちゅうのうおお 岐阜 fuji53174 

中畑橋   なかばた  愛知 fuji09779 

中八重橋  なかばえ  宮崎 fuji46662 

中半橋   なかば  高知 fuji24495 

中尾眼鏡橋  なかお  熊本 fuji01402 

中尾橋   なかお  兵庫 fuji27436 

中浜名橋  なかはまな 静岡 fuji20794 

中部橋   なかっぺ  静岡 fuji28322 

中部大橋 なかっぺおお 静岡 fuji34282 

中福良橋  なかふくら 鹿児 fuji42663 

中平井橋  なかひらい 東京 fuji29052 

中穂別橋  なかほべつ 北海 fuji34392 

中方橋   なかかた  香川 fuji32131 

中堀橋   なかぼり  群馬 fuji15788 

中本橋   なかもと  大阪 fuji15114 

中摩橋   なかま  大分 fuji28057 

中万橋   ちゅうまん 青森 fuji30206 

中野橋   なかの  佐賀 fuji19876 

中野橋   なかの  山梨 fuji52351 

中野橋   なかの  神奈 fuji27617 

中野瀬橋  なかのせ  三重 fuji21421 

中里橋   なかざと  神奈 fuji39353 

中里跨線橋  なかざと  東京 fuji34484 

中里小橋  なかさとこ 神奈 fuji29947 

中立売橋  なかたちうり 京都 fuji13488 

中和橋   ちゅうわ  鳥取 fuji25109 

中菫橋   なかすみれ 大阪 fuji36205 

仲の瀬橋  なかのせ  宮城 fuji36169 

仲井川橋  なかいがわ 滋賀 fuji23420 

仲羽橋   なかはね  東京 fuji47825 

仲居橋   なかい  神奈 fuji50407 

仲橋    なか   神奈 fuji53494 

仲瀬橋   なかせ  和歌 fuji30896 

仲田橋   なかだ  福岡 fuji25922 

仲之橋   なかの  神奈 fuji32653 

仲樋通橋 なかひどおり 宮崎 fuji47741 

仲條川橋 なかじょうかわ 長野 fuji43210 

忠節橋   ちゅうせつ 岐阜 fuji04561 

忠別橋   ちゅうべつ 北海 fuji06286 

忠別川橋 ちゅうべつがわ 北海 fuji08274 

忠類橋   ちゅうるい 北海 fuji36919 

昼曽根橋  ひるそね  福岡 fuji25928 

鋳物師橋  いものじ  鳥取 fuji00209 

猪甘津の橋  いかいのつ 大阪 fuji00002 

猪子瀬橋  いのこぜ  三重 fuji34943 

猪飼野新橋  いかいのしん  

         大阪 fuji31366 

猪沢橋   いのさわ  福岡 fuji48343 

猪谷川橋 いのたにがわ 富山 fuji21860 

猪名川橋  いながわ  大阪 fuji52615 

猪名川橋  いながわ  兵庫 fuji11642 

猪野々橋  いのの  兵庫 fuji26099 

張碓橋   はりうす  北海 fuji24497 

張碓川橋 はりうすがわ 北海 fuji03414 

朝浦橋   あさうら  岐阜 fuji01871 

朝岡橋   あさおか  神奈 fuji20073 

朝釜橋   あさがま  大阪 fuji40123 

朝宮橋   あさみや  福井 fuji04163 

朝国橋   あさくに  滋賀 fuji06532 

朝妻橋   あさつま  滋賀 fuji22346 

朝汐橋   あさしお  大阪 fuji40891 

朝谷橋   あさだに  福井 fuji09203 

朝地橋   あさじ   大分 fuji16574 

朝日橋   あさひ  沖縄 fuji31960 

朝日橋   あさひ  岩手 fuji10157 

朝日橋   あさひ  山形 fuji29525 

朝日橋   あさひ  鹿児 fuji51733 

朝日橋   あさひ  大阪 fuji01574 

朝日橋   あさひ  東京 fuji02536 

朝日橋   あさひ  福井 fuji07632 

朝日川橋  あさひがわ 岡山 fuji06329 

朝比奈下橋  あさひなしも 神奈 fuji50408 

朝比奈台橋  あさひなだい  

         神奈 fuji51810 

朝平橋   あさひら  大分 fuji10191 

朝霧橋   あさぎり  岐阜 fuji31330 

朝陽橋   ちょうよう  富山 fuji02927 

朝来橋   あさく   大分 fuji26184 

朝来橋   あさご   兵庫 fuji21209 
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朝里橋   あさり   北海 fuji23651 

朝六橋   あさむつ  岐阜 fuji13150 

潮見橋   しおみ  鹿児 fuji05978 

潮見橋   しおみ  神奈 fuji11702 

潮江橋   うしおえ  高知 fuji09536 

潮止橋   しおどめ  埼玉 fuji18282 

潮凪橋   しおなぎ  兵庫 fuji28686 

潮来大橋  いたこおお 千葉 fuji45613 

潮留橋   しおどめ  千葉 fuji21306 

潮路橋   しおじ   東京 fuji16457 

町屋橋   まちや  茨城 fuji19498 

町屋橋   まちや  群馬 fuji45536 

町屋橋   まちや  三重 fuji23864 

町屋川橋  まちや  三重 fuji02355 

町田橋   まちだ  茨城 fuji20314 

町田橋   まちだ  長野 fuji33510 

町田橋   まちだ  福岡 fuji15134 

眺滝橋   たきみ  徳島 fuji10005 

調布橋   ちょうふ  東京 fuji16048 

調練橋   ちょうれん 東京 fuji21695 

銚子橋   ちょうし  群馬 fuji31593 

銚子口橋  ちょうしぐち 石川 fuji30785 

銚子川橋  ちょうしがわ 三重 fuji46729 

銚子大橋  ちょうしおお 千葉 fuji41968 

長安橋   ながやす  徳島 fuji34400 

長井橋   ながい  山形 fuji07353 

長栄橋   ちょうえい 東京 fuji33494 

長栄橋   ちょうえい 北海 fuji50108 

長岡橋   ながおか  茨城 fuji33649 

長楽寺橋  ちょうらくじ 香川 fuji41438 

長館橋   ちょうかん 青森 fuji10301 

長吉出戸跨線橋 ながよし 大阪 fuji51304 

長峡橋   ながお  大阪 fuji16346 

長橋    おさ   新潟 fuji47667 

長橋    なが   島根 fuji51470 

長熊橋   ながくま  静岡 fuji21800 

長月橋   ながつき  新潟 fuji46165 

長月橋   ながつき  神奈 fuji50403 

長見橋   ちょうけん 長崎 fuji20485 

長戸川橋  ながとがわ 千葉 fuji08988 

長光寺橋  ちょうこうじ 岩手 fuji20778 

長光寺橋  ちょうこうじ 東京 fuji34909 

長広橋   ながひろ  北海 fuji35317 

長江橋   ながえ  大阪 fuji19416 

長佐橋   ながさ  京都 fuji24512 

長坂橋   ながさか  兵庫 fuji16555 

長崎眼鏡橋  めがね  長崎 fuji00251 

長崎橋   ながさき  東京 fuji00524 

長崎大橋 ながさきおお 山形 fuji07352 

長篠橋   ながしの  愛知 fuji13735 

長者橋   ちょうじゃ 神奈 fuji02124 

長者滝橋 ちょうじゃたき 岩手 fuji29524 

長除橋   ながよけ  京都 fuji43629 

長松寺橋 ちょうしょうじ 山梨 fuji28639 

長沼橋   ながぬま  山形 fuji23118 

長場内橋  おさばない 秋田 fuji33294 

長須橋   ちょうす  群馬 fuji00226 

長瀬橋   ながせ  岩手 fuji01424 

長瀬橋   ながせ  香川 fuji12641 

長瀬橋   ながせ  大分 fuji16577 

長瀬橋   ながせ  長野 fuji40825 

長瀬川橋  ながせがわ 福岡 fuji12114 

長瀬川橋  ながせがわ 福島 fuji42861 

長畝橋   なうね  福井 fuji14887 

長生橋   ちょうせい 新潟 fuji06921 

長生橋   ちょうせい 新潟 fuji07848 

長生橋   ちょうせい 石川 fuji33162 

長生橋   ながおい  高知 fuji40304 

長早橋   ながはや  兵庫 fuji27044 

長沢橋   ながさわ  島根 fuji41763 

長谷橋   ながたに  宮崎 fuji22732 

長谷川橋  はせがわ 福島 fuji12797 

長知内橋  おさちない 北海 fuji39822 

長町橋   ながまち  宮城 fuji00385 

長鶴橋   ながつる  東京 fuji21699 

長田橋   なかた  島根 fuji47168 

長田橋   ながた  三重 fuji27003 

長田橋   ながた  長崎 fuji39125 

長島橋   ながしま  山形 fuji35189 

長瀞橋   ながとろ  高知 fuji28235 

長瀞橋   ながとろ  山形 fuji22750 

長瀞橋   ながとろ  長野 fuji27474 

長虹堤  ちょうこうてい 沖縄 fuji00073 

長尾橋   ながお  香川 fuji45980 

長尾川水路橋 ながおがわ 静岡 fuji30733 

長浜大橋  ながはまおお 愛媛 fuji26542

長富橋   ながとみ  青森 fuji24835

長柄橋   ながら  大阪 fuji00035 

長柄小橋  ながらこ  大阪 fuji27708 

長豊橋   ながとよ  千葉 fuji50900 

長堀橋   ながほり  大阪 fuji00317 

長又橋   ながまた  神奈 fuji31325 

長万部橋 おしゃまんべ 北海 fuji40001

長万部川橋  おしゃまんべがわ 

         北海 fuji16666 

長命寺橋 ちょうみょうじ 香川 fuji31155

長木橋   ながき  大阪 fuji47351 

長木大橋  ながき  秋田 fuji02739 

長門橋   ながと  千葉 fuji10058 

長野橋   ながの  岩手 fuji27799 

長野橋   ながの  熊本 fuji10887 

長野橋   ながの  三重 fuji44543 

長野橋   ながの  福岡 fuji25910 

長野大橋  ながのおお 長野 fuji52434 

長流橋   おさる   北海 fuji06891 

長流橋   ちょうりゅう 北海 fuji25873 

長隆寺橋  ちょうりゅじ 鹿児 fuji21528 

長良橋   ながら  愛知 fuji21166 

長良橋   ながら  岐阜 fuji04562 

長良女川橋  ながらめがわ  

         愛知 fuji08001 

長良川橋  ながらがわ 岐阜 fuji05145 

長良大橋  ながらおお 岐阜 fuji24605 

長六橋   ちょうろく  熊本 fuji00160 

長六橋   ちょうろく  大分 fuji23563 

長潭橋   ながとろ  山梨 fuji17713 

鳥井野橋  とりいの  青森 fuji21322 

鳥羽橋   とば   福井 fuji22305 

鳥羽大橋  とばおお  京都 fuji23552 

鳥越橋   とりごえ  愛媛 fuji17474 

鳥海橋   ちょうかい 山形 fuji20301 

鳥居橋   とりい   大分 fuji14132 

鳥居橋   とりい   兵庫 fuji27041 

鳥居新橋  とりいしん 長野 fuji38781 

鳥居瀬橋  とりいぜ  大分 fuji16103 

鳥見橋   とりみ   東京 fuji00848 

鳥山橋   とりやま  神奈 fuji50978 

鳥山川橋 とりやまがわ 神奈 fuji10983 

鳥飼大橋  とりかい  大阪 fuji48129 

鳥帽子田橋  えぼしだ  神奈 fuji42241 

勅使川橋  ちょくしかわ 兵庫 fuji11646 

勅使野橋  ちょくしの 滋賀 fuji30618 

直井橋   なおい  茨城 fuji41843 

直海谷橋  くちのみ  石川 fuji01225 

直江津橋  なおえつ  新潟 fuji08560 

直江津橋  なおえつ  新潟 fuji31900 

直川橋   のうがわ  和歌 fuji27305 

直利橋   なおり   栃木 fuji04462 

沈堕橋   ちんだ  大分 fuji24275 

鎮橋    しずめ  北海 fuji08442 

鎮守橋   ちんじゅ  東京 fuji20036 

鎮西橋   ちんぜい  長崎 fuji25578 

 

ツ 

津き見橋   つきみ  高知 fuji24185 

津屋崎橋  つやざき  福岡 fuji16487 

津大橋   つだい  高知 fuji30501 

津大大橋  つだいおお 高知 fuji24473 

津地橋   つち   鳥取 fuji49137 

津智嶽橋  つちたけ  茨城 fuji40199 

津田橋   つだ   香川 fuji20507 

津田橋   つだ   徳島 fuji07012 

津田川橋  つだかわ  大阪 fuji22546 

津田川橋  つだがわ  香川 fuji08896 

津島橋   つしま  愛媛 fuji44621 

津之郷橋  つのごう  香川 fuji48962 

津梅川橋  つばいかわ 青森 fuji02070 

津梅木橋  つうめき  鹿児 fuji23308 

津保川橋  つぼがわ 岐阜 fuji12028 

津民橋   つたみ  大分 fuji21316 

津門橋   つと   兵庫 fuji18827 

津門高架橋  つと   兵庫 fuji18898 

津門川橋  つとがわ  兵庫 fuji02164 

津留橋   つる   三重 fuji20890 

津留橋   つる   大分 fuji16575 

津和谷橋  つわだに  岡山 fuji28742 

津和野大橋  つわのおお 島根 fuji27979 

追波川橋  おなみがわ 宮城 fuji44797 

追分橋   おいわけ  滋賀 fuji05894 

追分橋   おいわけ  北海 fuji33813 

通の車橋 かよいのくるま 大分 fuji01030 

通潤橋   つうじゅん 熊本 fuji01416 

通町橋   とおりまち 秋田 fuji29117 

通天橋   つうてん  京都 fuji00146 

通天橋   つうてん  鳥取 fuji21239 

塚原橋   つかはら  香川 fuji28771 

塚口第二跨線橋 かみよどがわ  

         兵庫 fuji29893 

槻川橋   つきかわ  埼玉 fuji25676 

佃橋    つくだ   大阪 fuji18815 

佃橋    つくだ   東京 fuji06915 

佃小橋   つくだ   東京 fuji03157 

佃大橋   つくだおお 東京 fuji44850 

辻垣橋   つじがき  福岡 fuji32864 

蔦木橋   つたき  島根 fuji06059 

椿橋    つばき  島根 fuji28731 

坪井川橋  つぼいがわ 熊本 fuji21727 

坪沢橋   つぼさわ  東京 fuji36818 

坪谷橋   つぼや  宮崎 fuji11963 

釣船橋   つりふね  東京 fuji22617 

釣地橋   つきち  栃木 fuji14568 

鶴ケ橋   つるが  広島 fuji29143 

鶴の橋   つるの  東京 fuji35918 

鶴岡橋   つるおか  兵庫 fuji07709 

鶴岡跨線橋  つるおか  山形 fuji30415 

鶴屋橋   つるや  神奈 fuji20710 

鶴下村中橋  つるしもむらなか  

         熊本 fuji02627 

鶴巻橋   つるまき  神奈 fuji20050 

鶴亀橋   つるかめ  新潟 fuji44967 

鶴橋    つる   兵庫 fuji33567 

鶴金橋   つるかね  神奈 fuji23340 

鶴見駅構内跨線人道橋  

  つるみえきこうない 神奈 fuji45306 

鶴見橋   つるみ  岡山 fuji00591 

鶴見橋   つるみ  群馬 fuji09601 

鶴見橋   つるみ  広島 fuji37584 

鶴見橋   つるみ  大阪 fuji19415 

鶴見川橋  つるみがわ 神奈 fuji19687 

鶴崎橋   つるさき  大分 fuji10379 

鶴三緒橋  つるみお  福岡 fuji52273 

鶴飼橋   つるかい  岩手 fuji07629 

鶴蒔橋   つるまき  神奈 fuji51871 

鶴寿橋   かくじゅ  青森 fuji06842 

鶴寿橋   かくじゅ  東京 fuji20032 

鶴生橋   つりゅう  福岡 fuji15917 
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鶴川間橋  つるこま  鹿児 fuji30666 

鶴川橋   つるかわ  山梨 fuji01490 

鶴川橋   つるがわ  和歌 fuji33022 

鶴田橋   たずた  岡山 fuji27770 

鶴田橋   つるた  山形 fuji25902 

鶴田橋   つるだ  鹿児 fuji20665 

鶴島橋   つるしま  東京 fuji21854 

鶴之橋   つるの  大阪 fuji02051 

鶴歩橋   かくほ   東京 fuji19903 

鶴峯橋   つるみね  鹿児 fuji41312 

鶴立橋   つるたち  東京 fuji20575 

鶴留橋   つるどめ  鹿児 fuji18468 

鶴林橋   かくりん  東京 fuji48746 

 

テ 
低橋    べたばし  秋田 fuji48614 

貞光川橋 さだみつがわ 徳島 fuji13422 

貞山堀運河橋 じょうざんぼりうんが  

         宮城 fuji26404 

堤橋    つつみ  青森 fuji02076 

堤橋    つつみ  大分 fuji17742 

堤橋    つつみ  兵庫 fuji06982 

堤方橋   つつみかた 東京 fuji28457 

定五郎橋  さだごろう 三重 fuji07585 

定之段橋  じょうのだん 鹿児 fuji09862 

帝石橋   ていせき  新潟 fuji37104 

底沢橋   そこざわ  神奈 fuji52341 

庭瀬跨線橋  にわせ  岡山 fuji23058 

弟子屈橋  てしかが  北海 fuji09338 

梯川橋  かけはしかわ 石川 fuji07993 

梯大橋  かけはしおお 石川 fuji28362 

碇橋    いかり  兵庫 fuji11016 

締切橋   しめきり  岩手 fuji22216 

蹄橋    ひずめ  神奈 fuji51800 

鼎橋    かなえ  岐阜 fuji04560 

的場橋   まとば  香川 fuji23491 

的場橋   まとば  島根 fuji51469 

笛吹橋   ふえふき  山梨 fuji15485 

笛吹川橋 ふえふきがわ 山梨 fuji09569 

徹別橋   てしべつ  北海 fuji31740 

鉄道堀橋  てつどうぼり 東京 fuji20689 

鉄砲洲橋  てっぽうず 東京 fuji06701 

天ケ橋   あまが  岐阜 fuji18423 

天ケ瀬橋  あまがせ  岩手 fuji38710 

天ケ瀬橋  あまがせ  京都 fuji30369 

天ケ瀬橋  あまがせ  三重 fuji48052 

天の川橋  あまのがわ 茨城 fuji37814 

天の川橋  あまのがわ 北海 fuji38869 

天の中川橋  あまのなかがわ  

         長野 fuji12745 

天永橋   てんえい  大阪 fuji38601 

天塩川橋  てしおがわ 北海 fuji09541 

天塩大橋  てしおおお 北海 fuji36785 

天王橋   てんのう  宮城 fuji25450 

天王橋   てんのう  神奈 fuji19532 

天王橋   てんのう  長野 fuji40396 

天王橋   てんのう  東京 fuji00905 

天王崎橋 てんのうざき 愛知 fuji12835 

天王州橋  てんのうず 東京 fuji32556 

天王田大橋  てんのうでんおお  

         大阪 fuji38910 

天下橋   てんが  滋賀 fuji27011 

天間館橋  てんまだて 青森 fuji06089 

天願橋   てんがん  沖縄 fuji27164 

天橋    あま   愛知 fuji35547 

天橋    あま   静岡 fuji19549 

天狗橋   てんぐ  宮城 fuji09075 

天狗橋   てんぐ  熊本 fuji49496 

天狗橋   てんぐ  石川 fuji09533 

天狗橋   てんぐ  北海 fuji12571 

天狗橋   てんらい  広島 fuji27526 

天慶橋   てんけい  東京 fuji23988 

天建寺橋  てんけんじ 福岡 fuji34422 

天現寺橋  てんげんじ 東京 fuji11392 

天戸大橋  あまどおお 千葉 fuji30779 

天皇橋   てんのう  滋賀 fuji09780 

天山橋   あまやま  愛媛 fuji05395 

天女橋   てんによ  沖縄 fuji00085 

天神めがね橋 てんじん  熊本 fuji01291 

天神橋   てんじん  愛知 fuji17217 

天神橋   てんじん  愛媛 fuji33799 

天神橋   てんじん  岩手 fuji25891 

天神橋   てんじん  群馬 fuji31975 

天神橋   てんじん  高知 fuji18144 

天神橋   てんじん  埼玉 fuji31425 

天神橋   てんじん  山梨 fuji53071 

天神橋   てんじん  滋賀 fuji36418 

天神橋   てんじん  神奈 fuji22467 

天神橋   てんじん  石川 fuji01634 

天神橋   てんじん  大阪 fuji00106 

天神橋   てんじん  大分 fuji07432 

天神橋   てんじん  鳥取 fuji04588 

天神橋   てんじん  島根 fuji29297 

天神橋   てんじん  東京 fuji00346 

天神橋   てんじん  福井 fuji34040 

天神橋   てんじん  福岡 fuji28791 

天神橋   てんじん  兵庫 fuji19122 

天神川橋 てんじんかわ 鳥取 fuji09580 

天然橋   てんねん  大分 fuji12388 

天台橋   てんだい  群馬 fuji17007 

天智橋   てんち  北海 fuji46679 

天津橋   あまつ  山口 fuji01016 

天田橋   あまだ  和歌 fuji22783 

天白橋   てんぱく  長野 fuji07870 

天尾橋   てんのう  山口 fuji36529 

天保橋   てんぽ  新潟 fuji24937 

天保山運河支線橋  

    てんぼざんうんがしせん 

         大阪 fuji20736 

天保山橋  てんぽざん 鹿児 fuji27163 

天満橋   てんま  大阪 fuji00107 

天門橋   てんもん  熊本 fuji48080 

天野川橋  あまのがわ 滋賀 fuji24638 

天野前橋  あまのまえ 島根 fuji28727 

天竜橋   てんりゅう 茨城 fuji26451 

天竜橋   てんりゅう 静岡 fuji11932 

天竜橋   てんりゅう 長野 fuji10867 

天竜川橋 てんりゅうがわ 静岡 fuji02196 

天竜川橋 てんりゅうがわ 長野 fuji17672 

天竜大橋 てんりゅうおお 長野 fuji03607 

添谷橋   そえだに  島根 fuji22688 

伝右橋   でんう   東京 fuji48902 

伝幸渕橋 でんこうぶち 茨城 fuji49072 

伝馬橋   てんま  愛知 fuji00187 

伝馬橋   てんま  兵庫 fuji25094 

伝法大橋 でんぽうおお 大阪 fuji30374 

伝法中橋 でんぽうなか 大阪 fuji27578 

殿河内橋  とのごうち 島根 fuji46984 

殿橋   との    愛知 fuji00285 

殿橋   との    和歌 fuji29426 

殿大橋   とのおお  長野 fuji48099 

殿島橋   とのしま  長野 fuji00495 

澱橋    よどみ  宮城 fuji06604 

澱川橋   よどかわ  京都 fuji19926 

澱川橋   よどがわ  大阪 fuji07252 

田の原橋  たのはら  大分 fuji19173 

田井橋   たい   岡山 fuji10600 

田井橋   だい   山形 fuji05828 

田京橋   たきょう  千葉 fuji19511 

田君川橋  たきみがわ 兵庫 fuji12525 

田元橋   たもと   栃木 fuji19200 

田原橋   たはら  山口 fuji34744 

田原橋   たはら  鹿児 fuji20471 

田原橋   たばら  岡山 fuji15247 

田原橋   たばる  大分 fuji36064 

田原橋   たわら  福井 fuji24959 

田吾沢橋  たごさわ  福岡 fuji25917 

田光橋   でんこう  青森 fuji31495 

田口橋   たぐち   熊本 fuji33552 

田黒橋   たぐろ   高知 fuji29987 

田崎橋   たさき   熊本 fuji45817 

田子橋   たつこ  青森 fuji22848 

田子倉橋  たごくら  福岡 fuji34226 

田子大橋  たごおお  宮城 fuji53007 

田子内橋  たごない  秋田 fuji26447 

田治部橋  たじべ  岡山 fuji22148 

田出ノ川橋  たでのかわ 高知 fuji28033 

田小沢橋  たこざわ  岐阜 fuji40103 

田尻橋   たじり   鹿児 fuji25586 

田吹水路橋  たぶき  広島 fuji29359 

田川橋   たがわ  福岡 fuji46129 

田川橋   たがわ  和歌 fuji38642 

田村橋   たむら  滋賀 fuji37874 

田代橋   たしろ   鹿児 fuji28064 

田代橋   たしろ   大分 fuji10658 

田代大橋  たしろおお 秋田 fuji49770 

田沢橋   たざわ  福岡 fuji27229 

田谷五の橋  たやごの  神奈 fuji32654 

田端大橋  たばたおお 東京 fuji26557 

田中橋   たなか  茨城 fuji51944 

田中橋   たなか  京都 fuji24061 

田中橋   たなか  鹿児 fuji09002 

田中橋   たなか  秋田 fuji43092 

田中橋   たなか  新潟 fuji34243 

田中橋   たなか  神奈 fuji26936 

田中橋   たなか  長崎 fuji09501 

田中橋   たなか  栃木 fuji52525 

田中橋   たんなか  熊本 fuji01478 

田町橋   まち   岡山 fuji11877 

田町橋   たまち  神奈 fuji50394 

田町大橋  たまちおお 福岡 fuji25918 

田津橋   たづ   島根 fuji53118 

田殿橋   たどの  和歌 fuji19057 

田島橋   たじま   東京 fuji00908 

田島橋   たじま   福岡 fuji34537 

田奈橋   たな   神奈 fuji52472 

田麦（俣）橋  たむぎ  山形 fuji23520 

田辺橋   たなべ  群馬 fuji00489 

田母沢橋  たもさわ  栃木 fuji11506 

田万橋   たま   香川 fuji28769 

田万川橋  たまがわ  山口 fuji20245 

田万避溢橋  たま   山口 fuji20246 

田蓑橋   たみの  大阪 fuji03075 

田名部橋  たなぶ  青森 fuji35497 

田野井橋  たのい  和歌 fuji36770 

田立橋   たりゅう  神奈 fuji48913 

電橋    でん   愛知 fuji38594 

 

ト 

吐合橋   はきあい  大分 fuji22731 

吐合橋  はきあいうらた 鹿児 fuji14761 

徒橋    かち   神奈 fuji45937 

徒歩橋   かち   埼玉 fuji25975 

徒輿橋   とよ   兵庫 fuji04282 

渡り口橋   わたりくち 山口 fuji00829 

渡猿橋   とえん  京都 fuji29013 

渡橋    わたり  愛知 fuji37570 

渡橋    わたり  岐阜 fuji28945 

渡月橋   とげつ  京都 fuji00174 

渡月橋   とげつ  群馬 fuji00923 

渡戸橋   わたど  埼玉 fuji27505 

渡合橋   わたらい  滋賀 fuji44546 

渡瀬橋   わたせ  鹿児 fuji12791 

渡川橋   どかわ  宮崎 fuji23558 

渡津橋   わたつ  愛知 fuji21866 

渡部橋   わたべ  新潟 fuji15229 
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渡辺橋   わたなべ  大阪 fuji00055 

渡良瀬橋  わたらせ  栃木 fuji09238 

渡良瀬橋  わたらせ  兵庫 fuji29285 

渡良瀬川橋  わたらせがわ  

         群馬 fuji20010 

渡良瀬川橋  わたらせがわ  

         栃木 fuji13269 

渡良瀬大橋  わたらせ  群馬 fuji25530 

登戸橋   のぼっと  埼玉 fuji44069 

登山橋   とざん  鳥取 fuji21758 

登山橋   とざん  鳥取 fuji25572 

登瀬橋   のぼせ  鹿児 fuji29023 

登仙橋   とせん  群馬 fuji26259 

登仙橋   とせん  埼玉 fuji44801 

登泉橋   とせん  北海 fuji33640 

登波離橋  とばり   長野 fuji11409 

登米大橋  とめおお  宮城 fuji30927 

登竜橋   とうりゅう  東京 fuji40807 

菟砥橋   うど   大阪 fuji04192 

途別橋   とべつ  北海 fuji42049 

都賀橋   つが   島根 fuji15701 

都賀大橋  つがおお  島根 fuji28399 

都幾川橋  ときがわ  埼玉 fuji16702 

都橋    みやこ  新潟 fuji38294 

都橋    みやこ  神奈 fuji01505 

都橋    みやこ  千葉 fuji28356 

都橋    みやこ  大阪 fuji45449 

都橋    みやこ  群馬 fuji05963 

都川橋   つがわ  島根 fuji27980 

都島橋   みやこじま 大阪 fuji16239 

砥山橋   とやま  北海 fuji38984 

砥川橋   とがわ  栃木 fuji14445 

砺波大橋  となみおお 富山 fuji52347 

度会橋   わたらい  三重 fuji03061 

土宇橋   つちう   千葉 fuji29121 

土屋橋   つちや  神奈 fuji31292 

土屋橋   つちや  大阪 fuji18664 

土釜橋   どがま  徳島 fuji21782 

土岩屋橋  つちいわや 大分 fuji16107 

土器崎橋  どきさき  千葉 fuji29205 

土器川橋  どきがわ  香川 fuji05333 

土岐橋   とき   岐阜 fuji24979 

土居架道橋  どい   大阪 fuji24749 

土居之谷橋  どいのや  神奈 fuji47478 

土橋    つち   京都 fuji19405 

土橋    ど    神奈 fuji21134 

土橋    ど    東京 fuji09915 

土穴橋   つちあな  島根 fuji40624 

土佐橋   とさ   高知 fuji37488 

土佐堀橋  とさぼり  大阪 fuji15809 

土師の里跨線橋 はじのさと  

         大阪 fuji27031 

土州橋   どしゅう  東京 fuji10325 

土生橋   はぶ   岡山 fuji07204 

土生田橋  とちゅうだ 山形 fuji03134 

土川橋   つちかわ  滋賀 fuji39251 

土津田跨線橋 とった   北海 fuji48465 

土湯川橋  つちゆがわ 山形 fuji13343 

土肥橋   とひ   兵庫 fuji27042 

土布子橋  つちふご  福井 fuji11706 

刀水橋  とうすいめぬま 群馬 fuji30590 

唐香橋   からこう  広島 fuji33025 

唐子橋   からこ   埼玉 fuji20676 

唐仁田太鼓橋 からにた  宮崎 fuji09508 

唐倉橋   からくら  福岡 fuji30900 

唐堀橋   からぼり  佐賀 fuji44713 

塔の迫橋  とうのさこ 熊本 fuji01050 

塔世橋   とうせ   三重 fuji03065 

島浦橋   しまうら  大阪 fuji41097 

島原大橋 しまばらおお 長崎 fuji48152 

島古井橋  しまぶるい 群馬 fuji46573 

島村橋   しまむら  島根 fuji25487 

島津橋   しまず  大阪 fuji11241 

島田橋   しまだ   三重 fuji20503 

島田橋   しまだ   新潟 fuji48369 

島田橋   しまだ   東京 fuji20859 

島畑橋   しまはた  東京 fuji33884 

島本橋   しまもと  東京 fuji33197 

東の川橋 ひがしのかわ 高知 fuji28039 

東亜橋   とうあ   鹿児 fuji30461 

東浦橋   ひがしうら 大阪 fuji34515 

東雲橋   しののめ  岐阜 fuji11152 

東雲橋   しののめ  山形 fuji02989 

東雲橋   しののめ  新潟 fuji50564 

東雲橋   しののめ  神奈 fuji18781 

東雲橋   しののめ  大阪 fuji22362 

東雲橋   しののめ  栃木 fuji29182 

東雲橋   しののめ  兵庫 fuji27953 

東雲橋   しののめ  岩手 fuji35420 

東栄橋   とうえい  愛知 fuji45176 

東河橋   とうが   兵庫 fuji27043 

東海橋   とうかい  東京 fuji19516 

東海大橋 とうかいおお 岐阜 fuji52394 

東海道線跨線橋 とうかいどうせんこせん 

         神奈 fuji25609 

東海道線阪神国道間高架橋  

  とうかいどうせん 

     はんしんこくどうかん   

         兵庫 fuji18674 

東海道線乗越橋  

   とうかいどうせんのりこえ  

         兵庫 fuji18513 

東岳川橋 ひがしたけかわ 

         熊本 fuji22427 

東館跨線橋橋 ひがしだて 福岡 fuji44283 

東宮橋    とうぐう 山形 fuji21304 

東境橋  ひがしさかい 大阪 fuji00535 

東橋    あずま  宮城 fuji17420 

東橋    あずま  群馬 fuji22706 

東橋    あずま  香川 fuji19007 

東橋    あずま  埼玉 fuji40208 

東橋    あずま  山形 fuji09880 

東橋    あずま  鹿児 fuji25863 

東橋    あずま  新潟 fuji23404 

東橋    あずま  神奈 fuji19349 

東橋    あずま  青森 fuji44691 

東橋    あずま  静岡 fuji48928 

東橋    あずま  長野 fuji13222 

東橋    あずま  東京 fuji26607 

東橋    あずま  福岡 fuji37630 

東橋    あずま  北海 fuji08285 

東橋    あづま  群馬 fuji53276 

東橋    あづま  新潟 fuji38291 

東橋    あづま  大阪 fuji40125 

東橋    ひがし  広島 fuji34196 

東橋    ひがし  千葉 fuji19510 

東郷橋   とうごう  鹿児 fuji26546 

東郡元橋  ひがしこおりもと  

         宮崎 fuji38240 

東元橋   ひがしもと 東京 fuji02777 

東原橋   ひがしはら 東京 fuji45294 

東五百住橋  ひがしよすみ  

         大阪 fuji28955 

東交橋   とうこう  大阪 fuji25073 

東口橋   ひがしぐち 大阪 fuji34513 

東広島橋 ひがしひろしま 広島 fuji39107 

東高州可動橋 ひがしたかす  

         兵庫 fuji36759 

東根橋   ひがしね  宮城 fuji52367 

東坂田橋 ひがしさかた 大阪 fuji29078 

東三荘橋 ひがしさんそう 大阪 fuji28477 

東山谷橋 ひがしやまだに 滋賀 fuji40264 

東秋留橋 ひがしあきる 東京 fuji29528 

東住吉橋 ひがしすみよし 京都 fuji17941 

東勝寺橋  とうしょうじ 神奈 fuji17159 

東松山橋 ひがしまつやま 埼玉 fuji43811 

東上橋   とうじょう  大阪 fuji17408 

東伸橋   とうしん  神奈 fuji48907 

東信橋   とうしん  新潟 fuji31430 

東新橋   ひがししん 長崎 fuji00403 

東新川橋 ひがししんかわ 東京 fuji19854 

東新道橋 ひがししんどう 京都 fuji20111 

東森山橋 ひがしもりやま 高知 fuji48058 

東深川橋 ひがしふかがわ  

         東京 fuji22934 

東深倉橋 ひがしふかくら 熊本 fuji15660 

東赤江大橋  ひがしあかえおお  

         島根 fuji52008 

東川橋   ひがしかわ 愛媛 fuji18868 

東川橋   ひがしかわ 高知 fuji48032 

東川橋   ひがしかわ 鹿児 fuji27155 

東泉橋  ひがしいずみ 神奈 fuji20052 

東大宮橋  ひがしおおみや  

         大阪 fuji32586 

東大橋   ひがしおお 福岡 fuji50812 

東谷橋    とうこく 愛知 fuji22633 

東中宮橋   ひがしなかみや 

         大阪 fuji46756 

東中島橋 ひがしなかしま 福岡 fuji41299 

東中島橋 ひがしなかじま 山形 fuji14788 

東仲之橋 ひがしなかの 東京 fuji22005 

東猪名川橋  ひがしいながわ 

         兵庫 fuji29086 

東津橋   ひがしづ  山口 fuji01887 

東内海橋 ひがしうつみ 宮城 fuji07817 

東二口一の橋 ひがしふたくちいちの  

         石川 fuji27464 

東富橋   とうとみ  東京 fuji21851 

東武橋   とうぶ   東京 fuji20025 

東平井橋 ひがしひらい 東京 fuji23859 

東平和橋 ひがしへいわ 大阪 fuji48563 

東方大丸太鼓橋 ひがしかたおおまる 

         宮崎 fuji02042 

東堀橋   ひがしぼり 大阪 fuji27492 

東俣野陸橋  ひがしまたの  

         神奈 fuji43975 

東又橋   ひがしまた 高知 fuji26156 

東明橋   とうめい  大阪 fuji47132 

東明橋   とうめい  北海 fuji32056 

東洋大橋  とうようおお 広島 fuji48130 

東養寺橋  とうようじ  徳島 fuji28327 

東連津橋  とうれんづ 茨城 fuji46135 

桃園橋   ももぞの  岐阜 fuji24024 

桃介橋   ももすけ  長野 fuji16053 

桃山橋   ももやま  岩手 fuji27801 

桃谷橋   ももたに  滋賀 fuji37245 

桃島橋   ももじま  兵庫 fuji18444 

桃内川橋 ももないがわ 北海 fuji09629 

桃林橋   とうりん  山梨 fuji02344 

桃溪橋   ももたに  長崎 fuji00422 

湯ノ橋   ゆの   宮城 fuji28309 

湯の原橋  ゆのはら  奈良 fuji25521 

湯の瀬橋  ゆのせ  熊本 fuji01126 

湯の沢橋  ゆのさわ  岩手 fuji24515 

湯の平橋  ゆのひら  奈良 fuji30370 

湯岡橋   ゆのおか 福井 fuji01717 

湯屋橋   ゆや   高知 fuji30961 

湯河原橋  ゆがわら  長野 fuji41393 

湯口沢橋  ゆぐちざわ 神奈 fuji27510 

湯山橋   ゆやま  熊本 fuji01534 

湯指橋   ゆざす  岡山 fuji30104 

湯川橋   ゆかわ  群馬 fuji49476 

湯川橋   ゆかわ  静岡 fuji21307 

湯川橋   ゆかわ  福岡 fuji36347 

湯倉橋   ゆくら   福岡 fuji34239 

湯村温泉橋  ゆむらおんせん  
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         兵庫 fuji42175 

湯滝橋   ゆたき  長野 fuji29839 

湯町橋   ゆまち  熊本 fuji01035 

湯田橋   ゆだ   山形 fuji22238 

湯田橋   ゆだ   滋賀 fuji40262 

湯田川橋  ゆだがわ  鹿児 fuji16283 

湯渡戸橋  ゆわたしど 宮城 fuji33644 

湯渡戸橋  ゆわたど  宮城 fuji03263 

湯之洞水路橋 ゆのほら  岐阜 fuji11520 

湯平橋   ゆのひら  大分 fuji32004 

湯本橋   ゆもと   和歌 fuji25619 

湯野上橋  ゆのかみ 福岡 fuji36015 

湯野田橋  ゆのた  佐賀 fuji05384 

湯葉橋   ゆば   東京 fuji25556 

湯觸橋   ゆぶれ  神奈 fuji35148 

当楽橋   あてらく  岩手 fuji28346 

当古橋   とうご   愛知 fuji25539 

当別橋   とうべつ  北海 fuji37844 

当幌橋   とうほろ  北海 fuji28446 

筒井大橋  つついおお 大分 fuji52408 

筒石橋   つついし  新潟 fuji50138 

筒川橋   つつがわ  京都 fuji10189 

藤の棚橋  ふじのたな 岡山 fuji19485 

藤の尾橋  ふじのお  大分 fuji07244 

藤井橋   ふじい  香川 fuji22578 

藤掛橋   ふじかけ  広島 fuji24149 

藤株橋   ふじかぶ  秋田 fuji28565 

藤橋    ふじ   岩手 fuji14938 

藤橋    ふじ   福岡 fuji04695 

藤琴川橋 ふじことかわ 秋田 fuji08964 

藤古川橋  ふじこがわ 岐阜 fuji39762 

藤江橋   ふじえ  神奈 fuji20708 

藤崎橋   ふじさき  青森 fuji02456 

藤崎橋   ふじさき  青森 fuji27735 

藤山跨線橋  ふじやま  北海 fuji43308 

藤樹橋   とうじゅ  滋賀 fuji16475 

藤村橋   ふじむら  新潟 fuji53311 

藤沢橋   ふじさわ  神奈 fuji17710 

藤中橋   ふじなか  大阪 fuji11104 

藤塚橋   ふじつか  埼玉 fuji25302 

藤島川橋 ふじしまかわ 山形 fuji14786 

藤波橋   ふじなみ  岐阜 fuji09489 

藤武橋   とうぶ   群馬 fuji39003 

藤兵衛橋  とうべえ  東京 fuji26561 

藤木橋   ふじき  熊本 fuji52323 

藤輪橋   ふじのわ  熊本 fuji21900 

豆津橋   まめつ  福岡 fuji13696 

陶眼鏡橋  すえ   香川 fuji11174 

陶小橋   すえこ  香川 fuji26144 

陶大橋   すえおお  香川 fuji26143 

頭地橋   とうぢ   熊本 fuji20458 

闘竜橋   とうりゅう  兵庫 fuji43265 

動橋川橋 いぶりばしがわ 石川 fuji07696 

同尻橋   どうじり  大分 fuji21315 

堂山橋   どうやま  熊本 fuji34305 

堂寺橋   どうでら  東京 fuji28614 

堂前橋   どうまえ  滋賀 fuji26654 

堂村橋   どうむら  滋賀 fuji35558 

堂渡橋   どうわたり 島根 fuji28728 

堂島川橋 どうじまがわ 大阪 fuji46677 

堂島大橋  どうじまおお 大阪 fuji02360 

堂平橋   どうひら  奈良 fuji52319 

堂面橋   どうめん  埼玉 fuji36236 

撞木橋   しゅもく  大阪 fuji15458 

撞木橋   しゅもく  東京 fuji21847 

洞見橋   どうみ   福岡 fuji35156 

洞戸橋   ほらど  岐阜 fuji09886 

洞口橋   どうぐう  熊本 fuji00843 

洞内橋   ほらなう  青森 fuji03771 

洞尾橋   うつお   和歌 fuji43683 

童橋    わらべ  新潟 fuji41516 

童橋    わらべ  東京 fuji25534 

胴明台跨線人道橋 どうめいだい 

         神奈 fuji47573 

道慶橋   どうけい  神奈 fuji19972 

道三橋   どうさん  東京 fuji09744 

道山橋   みちやま  兵庫 fuji23015 

道志橋   どうし   神奈 fuji12834 

道上橋   どうじょう  神奈 fuji27863 

道場橋   どうじょう  神奈 fuji10067 

道正橋   どうしょう  神奈 fuji50402 

道祖土橋  さやど  栃木 fuji51252 

道地橋   どうじ   岩手 fuji52059 

道鎮橋   どうちん  岡山 fuji44591 

道々橋   どうどう  東京 fuji33196 

道々女木橋  どどめき  東京 fuji50547 

道徳橋   どうとく  愛知 fuji43315 

道頓堀橋  どうとんぼり 大阪 fuji27566 

道堀橋   どうほり  千葉 fuji25304 

道満堂橋  どうまんどう 新潟 fuji37328 

道明橋   どうめい  神奈 fuji48906 

道淨橋   どうじょう  東京 fuji01487 

徳庵橋   とくあん  大阪 fuji23791 

徳永橋   とくなが  東京 fuji20574 

徳恩寺橋  とくおんじ 神奈 fuji32650 

徳江橋  とくえよしかわ 埼玉 fuji02308 

徳佐川橋  とくさがわ 山口 fuji16152 

徳住橋   とくずみ  徳島 fuji40138 

徳田橋   とくた   岩手 fuji41979 

徳田谷橋  とくだだに 岐阜 fuji15055 

徳富水路橋  とくずみ  宮崎 fuji20817 

独歩橋   どっぽ  東京 fuji52093 

栃ノ木橋   とちのき  神奈 fuji25557 

栃原橋   とちはら  岡山 fuji29430 

栃江橋   とちえ   兵庫 fuji25090 

栃山橋   とちやま  静岡 fuji26039 

栃木橋   とちぎ   広島 fuji32707 

栃木橋   とちのき  熊本 fuji07654 

突合橋   つきあわせ 愛媛 fuji06656 

苫米地橋  とまべぢ  青森 fuji37603 

呑川橋   のみかわ 東京 fuji37097 

 

ナ 

奈井江橋  ないえ  北海 fuji31840 

奈井江大橋  ないえおお 北海 fuji38701 

奈古川橋  なごがわ  山口 fuji23045 

奈佐小橋  なさこ   兵庫 fuji25091 

奈曾川橋  なそかわ  秋田 fuji15777 

奈半利川橋  なはりがわ 高知 fuji13693 

奈良井橋  ならい  長野 fuji06945 

奈良堰用水橋 ならせき  埼玉 fuji08985 

奈良屋橋  ならや  大阪 fuji18651 

奈良橋   なら   神奈 fuji32649 

奈良川橋  ならがわ  愛媛 fuji20805 

那の津大橋  なのつおお 福岡 fuji42458 

那珂橋   なか   栃木 fuji07145 

那珂川橋  なかがわ  茨城 fuji07687 

那珂川橋  なかがわ  栃木 fuji05162 

那賀川橋  なかがわ  徳島 fuji19938 

那須橋   なす   宮崎 fuji31588 

那須野橋  なすの  栃木 fuji04521 

内ノ八重太鼓橋 うちのやえ  

         宮崎 fuji12782 

内海橋   うつみ  宮城 fuji04104 

内海橋   うつみ  神奈 fuji20075 

内海川橋 うちうみがわ 神奈 fuji19908 

内海川跨線人道橋 うつみがわ  

         神奈 fuji35194 

内貴橋   ないき  滋賀 fuji06534 

内貴橋   ないき  滋賀 fuji26788 

内郷橋   ないごう  新潟 fuji42725 

内見橋   うつみ  大阪 fuji23230 

内川橋   うちかわ  山形 fuji20302 

内川橋   うちかわ  大阪 fuji24262 

内代橋   うちしろ  大阪 fuji41281 

内大臣橋 ないだいじん 熊本 fuji43168 

内大部橋  ないだいぶ 北海 fuji27496 

内田橋    うちだ  熊本 fuji28379 

内田橋    うちだ  東京 fuji20327 

内日上１７号橋  

     うついうえ 山口 fuji10415 

内之八重太鼓橋 うちのはえ  

         宮崎 fuji27534 

内浜橋   うちはま  徳島 fuji28020 

内房橋   うつぶさ  静岡 fuji29671 

内牧橋   うちのまき 熊本 fuji36035 

灘駅前橋 なだえきまえ 兵庫 fuji27523 

灘橋    なだ   兵庫 fuji27524 

鍋屋橋   なべや  神奈 fuji53495 

鍋川橋   なべかわ  徳島 fuji30236 

楢橋    なら   山形 fuji27807 

楢原橋   ならばら  兵庫 fuji32386 

南河内橋 みなみかわち 福岡 fuji19237 

南海橋   なんかい  東京 fuji48358 

南宮橋   なんぐう  長野 fuji16001 

南九条橋 みなみくじょう 北海 fuji35419 

南熊山橋  みなみくまやまゆげ  

         岡山 fuji27071 

南桑橋   なぐわ  山口 fuji33029 

南原橋   なんばら  長野 fuji02044 

南原橋   みなばら  長野 fuji14396 

南口橋   みなみぐち 大阪 fuji34516 

南幸橋 みなみさいわい 神奈 fuji20711 

南高橋   みなみたか 東京 fuji23593 

南今福橋」 みなみいまふく 大阪 fuji45194 

南山の田橋  みなみやまのた 

         福岡 fuji19153 

南山橋   なんざん  福岡 fuji08660 

南洲橋   なんしゅう 鹿児 fuji15031 

南小高橋 みなみおだか 福岡 fuji25923 

南小国橋 みなみおぐに 熊本 fuji22426 

南新富橋 みなみしんとみ 東京 fuji03863 

南瀬橋   のうぜ  鹿児 fuji19185 

南千住架道橋 みなみせんじゅ 

         東京 fuji07466 

南川橋   みなみかわ 滋賀 fuji26073 

南川橋   みなみかわ 福井 fuji14806 

南帯橋   なんたい  北海 fuji40924 

南大橋   みなみおお 岩手 fuji49762 

南大橋   みなみおお 広島 fuji24449 

南大橋   みなみおお 北海 fuji43696 

南大手橋 みなみおおて 三重 fuji15866 

南大路橋 みなみおおじ 京都 fuji16319 

南谷橋   なんごく  鳥取 fuji29295 

南淡輪架道橋 みなみたんのわ 

         大阪 fuji30787 

南茶屋橋 みなみちゃや 和歌 fuji22375 

南辻橋   みなみつじ 東京 fuji00342 

南土居架道橋 みなみどい 大阪 fuji25392 

南島大橋 なんとうおお 三重 fuji50915 

南濃大橋 なんのうおお 岐阜 fuji26503 

南尾橋   みのお  兵庫 fuji17222 

南氷川橋 みなみひかわ 東京 fuji24503 

南浜橋   みなみはま 東京 fuji19330 

南武橋   なんぶ  神奈 fuji26931 

南部橋   なんぶ  山梨 fuji20590 

南部川橋  みなべがわ 和歌 fuji53367 

南部大橋  みなべおお 和歌 fuji07783 

南放出橋  みなみはなてん 

         大阪 fuji45440 

南方橋   みなみかた 鹿児 fuji22439 

南方橋   みなみがた 鳥取 fuji38485 

南北橋   なんぼく  神奈 fuji47468 

南堀留橋  みなみほりどめ  

         東京 fuji19950 

南本宿三の橋 みなみほんじゅく 
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         神奈 fuji35527 

南本内川橋  みなみほんない  

         岩手 fuji17199 

南明橋   なんめい  東京 fuji22279 

南門橋   なんもん  東京 fuji18432 

南菫橋  みなみすみれ 大阪 fuji39878 

楠根橋   くすね   大阪 fuji48398 

楠城橋   なわしろ  鳥取 fuji23249 

楠葉橋   くずは   大阪 fuji23231 

難波橋   なにわ  大阪 fuji00029 

難波橋   なにわ  東京 fuji00680 

難波橋   なんば  滋賀 fuji01074 

難波橋   なんば  東京 fuji13853 

 

ニ 

二ツ橋   ふたつ  神奈 fuji33205 

二ツ谷橋   ふたつたに 神奈 fuji20085 

二ツ嶋橋   ふたつじま 茨城 fuji18893 

二ノ橋   にの   神奈 fuji41372 

二ノ瀬橋   にのせ  京都 fuji13295 

二ノ瀬橋   にのせ  滋賀 fuji44118 

二河橋   にこう   広島 fuji05207 

二間手橋  ふたまて  岐阜 fuji45659 

二郷橋   ふたごう  長崎 fuji13492 

二恵橋   ふたえ  群馬 fuji09728 

二恵二見橋  ふたえふたみ  

         群馬 fuji30078 

二月田橋  にがつでん 鹿児 fuji01248 

二見橋   ふたみ  鹿児 fuji20818 

二股橋   ふたまた  熊本 fuji19160 

二股橋   ふたまた  高知 fuji29852 

二股橋   ふたまた  北海 fuji45041 

二国橋   にこく   神奈 fuji27865 

二三成橋  ふみなり  茨城 fuji12665 

二子橋   ふたご  神奈 fuji18780 

二子橋   ふたご  長野 fuji04167 

二子橋   ふたご  東京 fuji15993 

二鹿谷橋 ふたしかだに 山口 fuji34233 

二十六木橋  とどろき  秋田 fuji06680 

二重橋   にじゅう  東京 fuji04531 

二重橋   ふたえ  鹿児 fuji11966 

二条橋   にじょう  京都 fuji03921 

二条橋   にじょう  長野 fuji23478 

二条大橋  にじょうおお 京都 fuji30596 

二瀬越橋  ふたせごえ 神奈 fuji22668 

二川橋   ふたがわ 福岡 fuji10976 

二村橋   にむら  福岡 fuji21335 

二津野大橋  ふたつのおお  

         奈良 fuji17680 

二天橋   にてん  石川 fuji22766 

二之橋   にの   新潟 fuji46163 

二之橋   にの   神奈 fuji45941 

二之橋   にの   東京 fuji01967 

二風谷橋  にぶたに  北海 fuji51125 

二本堂橋  にほんどう 山形 fuji27813 

二本木橋  にほんき  福岡 fuji12730 

二本木橋  にほんぎ  東京 fuji20043 

二俣川橋 ふたまたがわ 神奈 fuji26002 

二俣尾橋  ふたまたお 東京 fuji42549 

尼崎橋   あまがさき 大阪 fuji02010 

尼子橋   あまこ  福岡 fuji02744 

尼子橋   あまご  島根 fuji28205 

賑橋    にぎわい  大阪 fuji13411 

賑橋    にぎわい  東京 fuji20916 

賑江橋   しんえ  大阪 fuji00942 

肉谷橋   にくだに  岡山 fuji37466 

虹澗橋   こうかん  大分 fuji01092 

廿代橋   にじゅうだい 高知 fuji26336 

廿日橋   はつか  香川 fuji30464 

日ノ影大橋  ひのかげおお  

         宮崎 fuji40818 

日の下橋  ひのした  大阪 fuji28677 

日の出橋  ひので  島根 fuji11939 

日の出橋  ひので  東京 fuji16456 

日の出橋  ひので  福井 fuji14682 

日の出橋  ひので  福岡 fuji16914 

日の出橋  ひので  北海 fuji14666 

日宇橋   ひう   長崎 fuji47165 

日宇川橋  ひうがわ  長崎 fuji08040 

日影橋   ひかげ  神奈 fuji51430 

日吉橋   ひよし   大阪 fuji00530 

日吉神社三橋 ひえじんじゃ 滋賀 fuji00113 

日橋    にっぱし  福岡 fuji00121 

日原川橋 にっぱらがわ 東京 fuji33042 

日光橋   にっこう  東京 fuji02880 

日光橋   にっこう  栃木 fuji10183 

日光橋   にっこう  福井 fuji41233 

日光寺橋  にっこうじ 京都 fuji28071 

日向橋   にっこう  山形 fuji07824 

日向橋   ひなた  神奈 fuji12344 

日向橋   ひゅうが  福井 fuji24539 

日向川橋 にっこうがわ 山形 fuji15045 

日向川橋  ひむかい  島根 fuji26209 

日向大橋 ひゅうがおお 宮崎 fuji34289 

日高川橋  ひだかかわ 和歌 fuji22554 

日高陸橋  ひだか  茨城 fuji46134 

日山橋   ひやま  長野 fuji40098 

日枝橋   ひえ   神奈 fuji18613 

日枝橋   ひえい  鹿児 fuji25225 

日出橋   ひので  兵庫 fuji21454 

日出谷橋  ひのだたに 新潟 fuji13555 

日新橋   にっしん  鹿児 fuji27373 

日川橋   ひかわ  山梨 fuji03888 

日曽利橋  ひっそり  長野 fuji11926 

日谷水路橋  ひだに  岐阜 fuji11521 

日置橋   ひおき  愛知 fuji03910 

日置小橋  ひきこ   和歌 fuji36126 

日置川橋  ひきがわ  和歌 fuji27698 

日置川大橋  ひきがわおお 

         和歌 fuji51079 

日置大橋  ひきおお  和歌 fuji15550 

日東橋   にっとう  神奈 fuji50409 

日当山橋  ひなたやま 鹿児 fuji25229 

日奈久跨線橋  ひくな  熊本 fuji45472 

日南橋   にちなん  鳥取 fuji52005 

日之下橋  ひのした  神奈 fuji34692 

日之出橋  ひので  新潟 fuji53638 

日之出橋  ひので  神奈 fuji30782 

日比原橋  ひびはら  高知 fuji21268 

日撫橋   ひなど  兵庫 fuji05444 

日暮橋   ひぐれ  熊本 fuji36538 

日暮里跨線線路橋 にっぽり  

         東京 fuji20843 

日芳橋   ひよし   岡山 fuji01475 

日本橋   にっぽん  大阪 fuji01136 

日本橋   にほん  東京 fuji11956 

日本橋   ひもと   福岡 fuji42028 

日本堤橋 にほんずつみ 東京 fuji20331 

日名橋   ひな   愛知 fuji30349 

日野橋   ひの   神奈 fuji47467 

日野橋   ひの   鳥取 fuji04581 

日野橋   ひの   東京 fuji18529 

日野橋   ひの   福井 fuji45642 

日野川橋  ひのがわ 滋賀 fuji05747 

日野川橋  ひのがわ 鳥取 fuji09279 

日野川橋  ひのがわ 福井 fuji07467 

日野谷橋  ひのだに  徳島 fuji36783 

日立橋   ひたち  茨城 fuji44294 

日蓮橋   にちれん  東京 fuji37974 

日連橋   ひづれ  神奈 fuji24534 

日連大橋  ひずれおお 神奈 fuji36858 

日和橋   ひより   大阪 fuji20948 

日和佐川橋  ひわさかわ 徳島 fuji29595 

入下橋   にゅうした 宮崎 fuji23569 

入間川橋  いるまがわ 埼玉 fuji29880 

入間大橋  いるまおお 埼玉 fuji28391 

入川橋   いりかわ  広島 fuji34197 

入船橋   いりふね  神奈 fuji48521 

入船橋   いりふね  東京 fuji00574 

入谷橋   いりたに  宮崎 fuji19888 

入道水西橋 に 

   ゅうどうみずにし 熊本 fuji41478 

入琵琶沢水路橋 いりびわさわ 

         福岡 fuji15853 

尿前橋   しとまえ  岩手 fuji45481 

韮生野橋  にろうの  高知 fuji17152 

任海橋   とうみ   富山 fuji14340 

忍川橋   おしかわ  埼玉 fuji17865 

忍沢橋   しぼさわ  静岡 fuji52580 

 

ヌ ネ ノ 

禰宜橋   ねぎ   大阪 fuji42439 

猫坊橋   ねこんぼう 徳島 fuji49584 

猫與野橋  ねこごうや 新潟 fuji30805 

熱川橋   あたがわ  静岡 fuji42271 

熱田橋   あつた  新潟 fuji36503 

年祢橋   としね   熊本 fuji17181 

念仏橋   ねんぶつ 滋賀 fuji46406 

念仏橋   ねんぶつ 大分 fuji19884 

濃尾大橋  のうびおお 愛知 fuji36070 

納屋橋   なや   愛知 fuji00185 

納内橋   おさむない 北海 fuji23579 

能生川橋  のうがわ  新潟 fuji07561 

能生谷橋  のおだに  新潟 fuji50251 

能代橋   のしろ  秋田 fuji08143 

能代川橋 のうだいがわ 新潟 fuji11623 

能代大橋  のしろおお 秋田 fuji36925 

農人橋   のうにん  大阪 fuji00696 

覗橋    のぞき  宮城 fuji04693 

覗橋    のぞき  山形 fuji03985 

 

ハ 

巴橋    ともえ   愛知 fuji06048 

巴橋    ともえ   茨城 fuji41504 

巴橋    ともえ   千葉 fuji10416 

巴橋    ともえ   東京 fuji21109 

巴川橋   ともえがわ 静岡 fuji30878 

巴波橋   うずま   栃木 fuji13304 

巴波川橋  うづまがわ 栃木 fuji25934 

播磨屋橋  はりまや  高知 fuji01841 

播磨觜崎橋  はしざき  兵庫 fuji13982 

波浦橋   なみうら  佐賀 fuji33419 

波計桟橋  はばかり  長野 fuji00068 

波見橋   はみ   鹿児 fuji27157 

波多瀬橋  はたせ  三重 fuji27553 

波多第四橋  はた   熊本 fuji08353 

波羅密橋  はしみつ  東京 fuji53209 

破間橋   あぶるま  新潟 fuji20874 

馬引橋   うまひき  東京 fuji39618 

馬越橋   まこし   福岡 fuji10627 

馬下橋   まおろし  新潟 fuji48044 

馬廻橋   うままわり 香川 fuji39280 

馬橋    うま   京都 fuji36907 

馬橋    うま   神奈 fuji22459 

馬橋    うま   千葉 fuji09853 

馬橋    うま   福岡 fuji29639 

馬渓橋   ばけい  大分 fuji16571 

馬見ケ崎橋  まみがさき 山形 fuji24860 

馬見原橋  まみはら  熊本 fuji14089 

馬見崎川橋  まみがさきかわ 

         山形 fuji08976 

馬見塚橋  まみつか  埼玉 fuji26750 

馬溝橋   まみぞ  宮崎 fuji04665 

馬込橋   まごめ  静岡 fuji29243 

馬込橋   まごめ  東京 fuji29887 
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馬込新橋  まごめしん 静岡 fuji52436 

馬指橋   うまさし  香川 fuji41776 

馬主来橋  ぱしゅくる 北海 fuji44887 

馬取川橋  まとりがわ 新潟 fuji13395 

馬狩谷橋  まがりたに 岐阜 fuji33637 

馬城橋   ばじょう  秋田 fuji51923 

馬場見川橋  ばばめ  秋田 fuji09254 

馬場先橋  ばばさき  大阪 fuji45442 

馬場先橋  ばばさき  東京 fuji02093 

馬場谷橋  ばばたに  岡山 fuji27994 

馬瀬戸橋  ませど  大分 fuji11961 

馬瀬川橋  ませがわ  岐阜 fuji41881 

馬川橋   うまかわ  滋賀 fuji48936 

馬渡橋   うまわたり 静岡 fuji39247 

馬渡橋   まわたり  岐阜 fuji05268 

馬渡橋   まわたり  鹿児 fuji24214 

馬渡橋   まわたり  神奈 fuji12246 

馬渡橋   まわたり  大分 fuji14746 

馬渡橋   もうたり  滋賀 fuji48545 

馬入橋   ばにゅう  神奈 fuji01581 

馬入川橋 ばにゅうがわ 神奈 fuji18607 

馬堀橋   うまほり  千葉 fuji28605 

馬門橋   まかど  熊本 fuji01117 

拝志大橋  はいしおお 愛媛 fuji47204 

拝田橋   はいた  大分 fuji26800 

拝島橋   はいじま  東京 fuji34618 

背振峡眼鏡橋 めがね  佐賀 fuji06261 

梅ケ香橋  うめがか  兵庫 fuji16554 

梅ケ枝橋  うめがえ  大阪 fuji19423 

梅宮橋   うめみや  京都 fuji10704 

梅戸橋   うめと   茨城 fuji30256 

梅香崎橋  うめがさき 神奈 fuji21131 

梅川橋   うめかわ  千葉 fuji24903 

梅谷橋   うめたに  宮崎 fuji18467 

梅谷太鼓橋  うめだに  宮崎 fuji19891 

梅田橋   うめだ  宮城 fuji44269 

梅田橋   うめだ  滋賀 fuji47895 

梅田橋   うめだ  千葉 fuji28606 

梅本橋   うめもと  大阪 fuji01742 

梅木鶴橋 うめのきつる 熊本 fuji14744 

梅木発電所導水路水路橋  

  うめきはつでんしょ 静岡 fuji11952 

梅溪橋   ばいけい  京都 fuji45964 

萩ケ野橋  はぎがの  福井 fuji10633 

萩橋    はぎ   山口 fuji25404 

萩原橋   はぎわら  熊本 fuji22794 

萩素橋   おぎそ  静岡 fuji08086 

萩茶里橋  はぎちゃり 北海 fuji48136 

伯楽橋   はくらく  大阪 fuji10937 

伯太川橋  はくたかわ 島根 fuji10948 

伯耆橋   ほうき   長野 fuji41533 

伯耆橋   ほうき   鳥取 fuji05560 

柏貴橋   かしわぎ  滋賀 fuji27920 

柏原橋   かしわばる 鹿児 fuji13084 

柏大橋   かしわおお 千葉 fuji52529 

柏尾橋   かしお  長野 fuji03376 

柏野橋   かしわの  大阪 fuji07514 

泊橋    とまり   大分 fuji30876 

泊高橋   とまりたか 沖縄 fuji00554 

泊川橋   とまりかわ 青森 fuji30025 

白井河原橋  しらいがわら  

         山梨 fuji40097 

白羽橋   しろわ  静岡 fuji41719 

白雲橋   はくうん  京都 fuji35248 

白河橋   しらかわ  新潟 fuji50554 

白岩橋   しらいわ  大分 fuji35081 

白岩川橋 しらいわがわ 富山 fuji10929 

白旗（幡）橋  しらはた  宮城 fuji29114 

白旗橋   しらはた  東京 fuji21283 

白鬼女橋  しらきじょ 福井 fuji05255 

白魚橋   しらお   東京 fuji01220 

白橋    しろ   長野 fuji44106 

白金橋   しらがね  岩手 fuji35110 

白金跨線人道橋 しろがね 東京 fuji18415 

白銀橋   しろがね  山形 fuji25548 

白銀橋   しろがね  栃木 fuji44746 

白銀橋   はくぎん  北海 fuji52289 

白江橋   しらえ   長野 fuji35534 

白糠橋   しらぬか  北海 fuji35415 

白紅橋   はっこう  京都 fuji37030 

白鷺橋   しらさぎ  熊本 fuji45814 

白鷺橋   はくろう  兵庫 fuji24549 

白山橋   はくさん  新潟 fuji08082 

白糸橋   しらいと  神奈 fuji19804 

白糸川橋 しらいとがわ 神奈 fuji16133 

白新線跨線線路橋 はくしんせんこせん 

         群馬 fuji44812 

白新田橋  しろにた  長崎 fuji07965 

白仁田橋  しろにた  長崎 fuji07966 

白水川橋 しらみずかわ 山形 fuji08981 

白水川橋 しろみずがわ 山形 fuji02994 

白瀬橋   しらせ   京都 fuji08477 

白石橋   しらいし  茨城 fuji49073 

白石橋   しらいし  岡山 fuji00708 

白石川橋 しろいしがわ 宮城 fuji05180 

白石大橋  しろいしおお 宮城 fuji02693 

白雪橋   しらゆき  秋田 fuji37758 

白川橋   しらいかわ 北海 fuji38655 

白川橋   しらかわ  岐阜 fuji18395 

白川橋   しらかわ  京都 fuji24062 

白川橋   しらかわ  熊本 fuji28970 

白川橋   しらかわ  埼玉 fuji20747 

白川橋   しらかわ  山形 fuji04956 

白川橋   しらかわ  滋賀 fuji03333 

白川橋   しらかわ  鹿児 fuji24220 

白川橋   しらかわ  徳島 fuji26540 

白滝橋   しらたき  新潟 fuji51961 

白滝橋   しらたき  大分 fuji11892 

白滝橋   しろたき  愛媛 fuji32749 

白鳥橋   しらとり  埼玉 fuji37773 

白鳥橋   しらとり  東京 fuji10791 

白鳥橋   しろとり  愛知 fuji10821 

白田川橋  しらたがわ 静岡 fuji28649 

白萩橋   しらはぎ  神奈 fuji47090 

白幡橋   しらはた  宮城 fuji04741 

白髪淵橋  しらがぶち 香川 fuji26145 

白妙橋   しろたえ  東京 fuji22618 

白柳橋   やなせ  徳島 fuji17146 

白籏橋   しらはた  東京 fuji04357 

白鬚橋   しらが   大阪 fuji02831 

白鬚橋   しらひげ  東京 fuji22695 

粕野橋   かすの  宮崎 fuji23570 

薄場橋   うすば  熊本 fuji25498 

薄木橋   すすき  鹿児 fuji21518 

薄葉橋   うすば  熊本 fuji38699 

迫間橋   はざま  熊本 fuji01121 

迫川橋   はざまかわ 宮城 fuji06028 

曝井橋   さらしい  埼玉 fuji26456 

爆竹橋   とんど  山口 fuji27337 

麦山橋   むぎやま  東京 fuji36798 

箱ケ瀬橋  はこがせ  福井 fuji06143 

箱崎橋   はこざき  東京 fuji09102 

箸別跨線橋  はしべつ  北海 fuji45480 

筈巻橋   はずまき  京都 fuji30655 

筈畑川橋 はずばたけがわ 

         山口 fuji10232 

幡見橋   はたみ  岡山 fuji25856 

幡竜橋   ばんりゅう 青森 fuji06667 

幡竜橋   ばんりゆう 秋田 fuji02866 

畑瀬橋   はたせ  兵庫 fuji12160 

畑瀬橋   はたぜ  佐賀 fuji27127 

畑瀬大橋  はたせおお 兵庫 fuji27039 

畑第二架道橋 はた   千葉 fuji49606 

八ケ代橋  やがしろ  鹿児 fuji17760 

八つ山橋  やつやま  東京 fuji45139 

八ツ場橋   やんば  群馬 fuji23134 

八ツ場大橋  やんばおお 群馬 fuji24501 

八ツ道越谷架道橋 やつみちこしがや 

         埼玉 fuji49812 

八雲橋   やくも   香川 fuji07792 

八雲橋   やぐも  京都 fuji35993 

八雲橋   やぐも  島根 fuji06195 

八雲橋   やぐも  東京 fuji25554 

八雲跨線橋  やくも   北海 fuji51033 

八王子街道架道橋 はちおうじかいどう  

         神奈 fuji18625 

八王子川橋 はちおうじがわ 滋賀 fuji51826 

八海橋   はっかい  新潟 fuji17622 

八橋    やつ   秋田 fuji45907 

八景橋   はっけい  神奈 fuji45316 

八景橋   はっけい  青森 fuji08513 

八戸橋   はっと   茨城 fuji33995 

八戸川橋  やと   島根 fuji22114 

八溝橋   やみぞ  福岡 fuji51939 

八左衛門橋  はちざえもん  

         東京 fuji25985 

八坂橋   やさか  千葉 fuji26920 

八坂橋   やさか  島根 fuji25114 

八坂川橋  やさかかわ 大分 fuji12068 

八鹿橋   ようか   兵庫 fuji27956 

八十橋   やそ   神奈 fuji50404 

八重原橋  やえばる  宮崎 fuji11504 

八重洲橋  やえす  東京 fuji19128 

八重畑橋  やえはた  岩手 fuji26368 

八重籬橋  やえがき  岡山 fuji09324 

八条橋   はちじょう 埼玉 fuji22516 

八瀬大橋  やせおお  京都 fuji29685 

八畝間橋  やぜま  長崎 fuji11525 

八勢橋   やせ   熊本 fuji01433 

八勢小橋  やせこ  熊本 fuji01434 

八千代橋  やちよ  岡山 fuji42989 

八千代橋  やちよ  岩手 fuji26824 

八千代橋  やちよ  新潟 fuji42159 

八千代橋  やちよ  神奈 fuji17154 

八千代橋  やちよ  大阪 fuji29045 

八千代橋  やちよ  長崎 fuji14421 

八千代橋  やちよ  鳥取 fuji01884 

八千代橋  やちよ  東京 fuji14039 

八丁堀橋 はっちょうぼり 東京 fuji22008 

八通八橋  やつや  東京 fuji21795 

八田橋   はった  島根 fuji48576 

八東川橋 はっとうがわ 鳥取 fuji22107 

八幡架道橋  やはた  東京 fuji19319 

八幡橋   はちまん  鹿児 fuji24225 

八幡橋   はちまん  新潟 fuji37330 

八幡橋   はちまん  長野 fuji10813 

八幡橋   はちまん  鳥取 fuji30352 

八幡橋   はちまん  東京 fuji17432 

八幡橋   はちまん  奈良 fuji52282 

八幡橋   はちまん  福岡 fuji35730 

八幡橋   やはた  岡山 fuji03088 

八幡橋   やはた  熊本 fuji11958 

八幡橋   やはた  広島 fuji02014 

八幡橋   やはた  佐賀 fuji36461 

八幡橋   やはた  埼玉 fuji02534 

八幡橋   やはた  秋田 fuji38392 

八幡橋   やはた  神奈 fuji20079 

八幡橋   やはた  静岡 fuji41401 

八幡橋   やわた  滋賀 fuji06975 

八幡橋   やわた  兵庫 fuji05121 

八幡川橋  やはたかわ 広島 fuji24816 

八幡大橋 はちまんおお 岐阜 fuji52573 

八反橋   やったん  茨城 fuji29181 

八反目橋  はったんめ 東京 fuji21081 

八尾跨線橋  やお   大阪 fuji29044 

八尾大橋  やおおお  奈良 fuji24772 



 40 

八百津橋  やおつ  岐阜 fuji16509 

八敷代橋 はっしきだい 山形 fuji33599 

八敷代川橋  はっしきだいがわ  

         山形 fuji09868 

八牟礼橋  はちむれ  鹿児 fuji14760 

八木橋   やぎ   新潟 fuji01296 

八木戸橋  やぎど  三重 fuji16733 

八木山橋  やぎやま  宮城 fuji22664 

八木川橋  やぎかわ  北海 fuji42099 

八木田橋  やぎた  福岡 fuji12587 

八郎川橋 はちろうがわ 秋田 fuji48026 

八枡橋   やます  京都 fuji35247 

鉢地橋   はっち  愛知 fuji23201 

発寒橋   はっさむ  北海 fuji32624 

筏橋    いかだ  岐阜 fuji51988 

筏橋    いかだ  兵庫 fuji37824 

筏場眼鏡橋  いかだば  大分 fuji00994 

筏川橋   いかだがわ 愛知 fuji43285 

鳩ノ巣橋   はとのす  東京 fuji19655 

塙大橋   はなわおお 福岡 fuji53601 

半ケ谷橋  はんがや 神奈 fuji50396 

半ケ谷跨線道路橋 はんがや 

         神奈 fuji43242 

半の沢橋  はんのざわ 長野 fuji44753 

半家橋   はげ   高知 fuji41448 

半池の橋  はんちの  岡山 fuji00388 

半田川橋  はんだがわ 徳島 fuji13423 

反町閘門橋  そりまちこうもん  

         茨城 fuji08641 

反田橋   そりた   岡山 fuji14371 

帆山橋   ほやま  福井 fuji07170 

板井手橋  いたいで  鹿児 fuji16601 

板垣橋   いたがき  福井 fuji07383 

板橋    いた   東京 fuji00933 

板橋川橋 いたばしがわ 長野 fuji26640 

板橋中央陸橋 いたばし  東京 fuji44854 

板場橋   いたば  大分 fuji29856 

板築橋   いたつき  静岡 fuji03317 

板田橋   いただ  宮崎 fuji00379 

板樋橋   いたび  長崎 fuji22728 

繁栄橋   はんえい  大阪 fuji45779 

繁栄橋   はんえい  東京 fuji21104 

繁根木川橋  はねきがわ 熊本 fuji14162 

繁藤橋   しげとう  高知 fuji38765 

般若寺橋  はんにゃじ 神奈 fuji29215 

範多橋   はんだ  東京 fuji22021 

釆女橋   うねめ  東京 fuji02099 

飯江川橋  はえかわ  福岡 fuji29149 

飯沼橋   いいぬま  長野 fuji11493 

飯積橋   いいずみ  愛媛 fuji33414 

飯泉橋   いいずみ  神奈 fuji19213 

飯前場橋  はんまえば 長野 fuji39053 

飯村橋   いむら  滋賀 fuji26303 

飯塚橋   いいつか  福岡 fuji24189 

飯田橋   いいだ  東京 fuji03007 

飯樋橋   いいとい  福岡 fuji21333 

飯尾川橋  いのおがわ 徳島 fuji08489 

飯富橋   いいとみ  山梨 fuji25471 

飯豊橋   いいで  山形 fuji48726 

飯豊橋   いいとよ  山梨 fuji17093 

飯豊川橋  いいでがわ 新潟 fuji16135 

飯野の眼鏡橋 いいの  長崎 fuji01401 

飯野川橋  いいのがわ 宮城 fuji23693 

飯梨橋   いいなし  島根 fuji05077 

飯梨川橋 いいなしかわ 島根 fuji10949 

晩翠橋   ばんすい  栃木 fuji04523 

番屋橋   ばんや  福岡 fuji41000 

番所橋   ばんしょ  新潟 fuji29369 

番所橋   ばんしょ  東京 fuji31077 

番匠橋   ばんじょう 大分 fuji08237 

番匠大橋 ばんじょうおお 大分 fuji43946 

番床橋   ばんとこ  宮崎 fuji30628 

盤渓橋   せいりゅう 北海 fuji10722 

盤根橋   いわね  熊本 fuji16564 

盤石橋   ばんじゃく 山口 fuji00383 

盤船橋   いわふね 大阪 fuji16742 

盤滝橋   ばんたき  兵庫 fuji28693 

磐井橋   いわい  岩手 fuji00408 

磐井川橋  いわいかわ 岩手 fuji06027 

磐根橋   いわね  兵庫 fuji01205 

磐城橋   いわき  福岡 fuji30416 

磐城新橋  いわきしん 福岡 fuji44452 

磐余橋   いわれ  奈良 fuji28708 

 

ヒ 

批把島橋  びわじま  愛知 fuji06732 

斐伊川橋  ひいかわ  島根 fuji11655 

比丘尼橋  びくに   東京 fuji01958 

比丘尼川橋  びくにがわ 埼玉 fuji00612 

比治山橋  ひじやま  広島 fuji29626 

比謝橋   ひじゃ   沖縄 fuji00628 

比土橋   ひど   三重 fuji27914 

比布橋   ぴっぷ  北海 fuji45030 

比布大橋  ぴっぷおお 北海 fuji37916 

比利根橋  ひとね  群馬 fuji24527 

肥後橋   ひご   京都 fuji32054 

肥後橋   ひご   大阪 fuji03078 

肥盥橋   ひだいら  滋賀 fuji44114 

飛ノ木橋   とびのき  滋賀 fuji29773 

飛行橋   ひこう   石川 fuji29229 

飛石橋   とびいし  福岡 fuji12171 

飛騨川橋  ひだがわ  岐阜 fuji08637 

飛鳥山下跨線人道橋  あすかやました 

         東京 fuji17690 

飛鳥大橋  あすかおお 秋田 fuji52799 

飛竜橋   ひりゅう  静岡 fuji33578 

樋ケ迫橋  たいがさこ 鹿児 fuji16427 

樋越橋   ひごし  千葉 fuji17877 

樋口橋   とよぐち  神奈 fuji18416 

樋口橋   ひぐち  熊本 fuji24456 

樋口橋   ひぐち  長崎 fuji16099 

樋之口橋  ひのぐち  神奈 fuji53065 

樋之口橋  ひのぐち  千葉 fuji25978 

樋之尻橋  ひのじり  大阪 fuji00952 

樋之内橋  ひのうち  神奈 fuji51809 

簸川橋   ひかわ  福岡 fuji36893 

備後橋   びんご  奈良 fuji46571 

備前橋   びぜん  大阪 fuji01573 

備前橋   びぜん  東京 fuji03284 

備前大橋  びぜんおお 岡山 fuji43501 

備前島橋  びぜんじま 大阪 fuji00316 

備前島橋  びぜんじま 大阪 fuji20160 

備前堀橋  びぜんぼり 茨城 fuji50544 

尾浦橋   おうら   山形 fuji01381 

尾曳橋   おびき  群馬 fuji34152 

尾久橋   おく   東京 fuji23640 

尾形橋   おがた  宮城 fuji09347 

尾高橋   おだか  東京 fuji19341 

尾崎橋   おさき   鹿児 fuji14755 

尾崎橋   おざき  山形 fuji22222 

尾札部橋  おさつべ  北海 fuji51009 

尾神橋   おがみ  岐阜 fuji28640 

尾川橋   おかわ  兵庫 fuji24104 

尾竹橋   おたけ  東京 fuji25639 

尾張橋   おわり  東京 fuji19852 

尾張大橋  おわりおお 愛知 fuji24511 

尾田川橋  おた   熊本 fuji44648 

尾藤橋   びとう   京都 fuji19707 

尾頭橋   おとう   愛知 fuji00371 

尾堂橋   おどう   岡山 fuji06747 

尾道大橋 おのみちおお 広島 fuji50892 

尾駁橋   おぶち  青森 fuji10776 

尾鈴橋   おすず  宮崎 fuji32467 

尾鷲橋   おわせ  三重 fuji48603 

枇把島橋  びわじま  愛知 fuji00213 

毘沙門橋  びしゃもん 岩手 fuji10858 

毘沙門沢橋  びしゃもんさわ  

         山形 fuji22226 

琵琶橋   びわ   静岡 fuji38006 

琵琶湖大橋  びわこおお 滋賀 fuji44870 

眉山橋   びざん  徳島 fuji36453 

美しが丘橋 うつくしがおか 神奈 fuji50406 

美栄橋   みえ   沖縄 fuji00734 

美甘橋   みかも  岡山 fuji13744 

美禽橋   みどり  北海 fuji09617 

美恵橋   みえ   岐阜 fuji16494 

美国橋   みくに   大分 fuji25803 

美妻橋   みつま  茨城 fuji40804 

美山橋   みやま  福井 fuji42411 

美生橋   びしょう  熊本 fuji14423 

美生橋   びせい  北海 fuji39826 

美川橋  かりゅうみかわ 石川 fuji02929 

美川橋   みかわ  岡山 fuji18844 

美川橋   みかわ  石川 fuji29126 

美倉橋   みくら   東京 fuji02096 

美嚢川橋  みのがわ 兵庫 fuji29085 

美濃橋   みの   岐阜 fuji14106 

美濃田大橋  みのだおお 徳島 fuji38646 

美馬橋   みま   徳島 fuji37657 

美畑橋   びはた  北海 fuji47043 

美々津橋  みみつ  宮崎 fuji25542 

美々津大橋  みみつおお 宮崎 fuji50133 

美浜橋   みはま  滋賀 fuji27666 

美富士橋  みふじ  東京 fuji45295 

美並橋   みなみ  岐阜 fuji36001 

美保橋   みほ   愛知 fuji30428 

美芳橋   みよし  東京 fuji19763 

美名瀬橋  みなせ  愛媛 fuji25172 

美弥古橋  びやこ  北海 fuji23091 

美矢井橋  みやい  愛知 fuji08475 

美利加新橋  ぴりかしん 北海 fuji45014 

美立下橋  みたてしも 神奈 fuji50395 

美良布橋  びらふ  高知 fuji17150 

鼻毛橋   はなげ  宮城 fuji21324 

稗之尾眼鏡橋 ひえのお  長崎 fuji11176 

匹見川橋  ひきみがわ 島根 fuji16631 

彦山川橋 ひこさんがわ 福岡 fuji07258 

菱形橋   ひしがた  滋賀 fuji40597 

菱田橋   ひしだ  鹿児 fuji06566 

菱内橋   ひしうち  岩手 fuji28997 

菱里橋   ひし   新潟 fuji36502 

桧尾川橋 ひのきおがわ 愛媛 fuji22722 

姫井橋   ひめい  熊本 fuji17729 

姫川橋   ひめかわ 新潟 fuji03677 

姫川橋   ひめかわ 長野 fuji29534 

姫川橋   ひめかわ 福岡 fuji24520 

姫川大橋 ひめかわおお 新潟 fuji49626 

姫之橋   ひめの  東京 fuji30220 

百貫橋   ひゃくかん 佐賀 fuji19239 

百間川橋 ひゃっけんがわ 岡山 fuji40130 

百合居橋  ゆりい  長野 fuji29410 

百済橋   くだら   大阪 fuji04302 

百済大橋  くだらおお 大阪 fuji41283 

百瀬川橋  ももせがわ 高知 fuji26159 

百村橋   もむら   栃木 fuji51946 

百代橋   ももよ   東京 fuji14335 

百々橋   どど   京都 fuji10705 

百々女鬼橋  どどめき  滋賀 fuji49319 

百福橋   ひゃくふく 大阪 fuji01576 

百木橋   ももき   大分 fuji43236 

俵橋    たわら  北海 fuji26363 

俵石橋   ひょうせき 神奈 fuji29531 

標津橋   しべつ  北海 fuji43143 

標津川橋  しべつかわ 北海 fuji28439 

氷室橋   ひむろ  兵庫 fuji21541 

氷取沢橋  ひとりざわ 神奈 fuji47471 
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氷川橋   ひかわ  東京 fuji10544 

氷川大橋  ひかわおお 東京 fuji24529 

評定河原橋  ひょうじょうがわら 

         宮城 fuji29385 

評定橋   ひょうじょう 宮城 fuji00264 

蛭子橋   えびし  北海 fuji02255 

蛭子橋   えびす  香川 fuji24272 

蛭川橋   ひるかわ  秋田 fuji46913 

品井沼大橋  しないぬまおお  

         宮城 fuji35327 

品川橋   しながわ  東京 fuji04010 

品鶴線線路橋 ひんかくせん 

         東京 fuji45136 

浜井橋   はまい  山口 fuji02411 

浜園橋   はまぞの  東京 fuji19958 

浜原大橋 はまはらおお 島根 fuji34255 

浜吾橋   はまご  鹿児 fuji01496 

浜厚真橋  はまあずま 北海 fuji34315 

浜高房橋 はまたかぼう 徳島 fuji15261 

浜崎橋   はまさき  東京 fuji19042 

浜洲橋   はます  東京 fuji18894 

浜松橋   はままつ  神奈 fuji21703 

浜前橋   はまさき  東京 fuji12241 

浜側橋   はまがわ  和歌 fuji17339 

浜中津橋  はまなかつ 大阪 fuji26531 

浜町橋   はままち  熊本 fuji01163 

浜田橋   はまだ  鹿児 fuji12790 

浜分橋   はまぶん  滋賀 fuji06649 

浜名橋   はまな  静岡 fuji00011 

浜名湖橋  はまなこ  静岡 fuji52435 

浜路橋   はまじ  東京 fuji38933 

瓶岩橋   かめいわ 富山 fuji17406 

瓶橋    かめ  大阪 fuji19414 

 

フ 

不飲川橋  のまずがわ 滋賀 fuji38017 

不知火橋  しらぬい  長崎 fuji43509 

不知火橋  しらぬひ  北海 fuji35994 

不通橋   とおらず  群馬 fuji37324 

不動橋   ふどう   宮崎 fuji40446 

不動橋   ふどう   埼玉 fuji25973 

不動橋   ふどう   新潟 fuji46167 

不動橋   ふどう   千葉 fuji11169 

不動橋   ふどう   東京 fuji19518 

不動橋   ふどう   徳島 fuji38078 

不動橋   ふどう   兵庫 fuji26094 

不動川橋  ふどうがわ 福岡 fuji48340 

不動滝橋  ふどうたき 宮城 fuji35997 

不動沢橋  ふどうさわ 宮城 fuji14482 

不動沢橋  ふどうさわ 山形 fuji24854 

不動沢橋  ふどうさわ 新潟 fuji39739 

不動沢橋  ふどうざわ 岐阜 fuji48100 

不動沢橋  ふどうざわ 福島 fuji38719 

不動島橋  ふどうしま 埼玉 fuji26898 

不動野橋  ふどうの  鹿児 fuji18892 

不老橋   ふろう   和歌 fuji01372 

夫橋    おっと   新潟 fuji40381 

夫婦橋   めおと  愛媛 fuji08440 

夫婦橋   めおと  神奈 fuji31023 

夫婦橋   めおと  大阪 fuji21196 

夫婦橋   めおと  東京 fuji02765 

富安橋   とみやす  静岡 fuji02812 

富栄橋   とみえい  山梨 fuji50999 

富永橋   とみなが  滋賀 fuji50419 

富岡橋   とみおか  茨城 fuji21340 

富岡橋   とみおか  東京 fuji21088 

富岡橋   とみおか  徳島 fuji26138 

富岡大橋 とみおかおお 群馬 fuji52526 

富丘橋   とみおか  静岡 fuji27904 

富原橋   とみはら  静岡 fuji21753 

富高橋   とみたか  宮崎 fuji27142 

富国橋   とみくに  愛知 fuji35779 

富山橋   とみやま  山梨 fuji26381 

富山大橋  とやまおお 富山 fuji11397 

富士橋   とみす  愛媛 fuji12960 

富士橋   ふじ   山梨 fuji23476 

富士橋   ふじ   山梨 fuji32024 

富士橋   ふじ   神奈 fuji29216 

富士橋   ふじ   静岡 fuji13731 

富士見橋  ふじみ  岩手 fuji13501 

富士見橋  ふじみ  神奈 fuji39022 

富士見橋  ふじみ  青森 fuji12180 

富士見橋  ふじみ  静岡 fuji41265 

富士見橋  ふじみ  大分 fuji16584 

富士見橋  ふじみ  東京 fuji01977 

富士川橋  ふじかわ  静岡 fuji14452 

富士川橋  ふじがわ  山梨 fuji31059 

富士道橋  ふじみち  神奈 fuji19216 

富州原橋  とみすはら 三重 fuji43162 

富川橋   とみかわ  愛知 fuji30348 

富川橋   とみかわ  滋賀 fuji29268 

富長橋   とみなが  山形 fuji26412 

富田橋   とだ   島根 fuji23433 

富田橋   とみた  東京 fuji20693 

富田橋   とみだ  徳島 fuji03647 

富田橋   とんだ  和歌 fuji42180 

富田川橋  とんだがわ 和歌 fuji26667 

富島橋   とみしま  東京 fuji02550 

富並川橋 とみなみがわ 山形 fuji25903 

布喜川橋  ふきがわ  愛媛 fuji18138 

布橋    ぬの   富山 fuji00126 

布施川橋  ふせがわ 富山 fuji04315 

布施田橋  ふせだ  福井 fuji15230 

布瀬橋   ふせ   岡山 fuji22384 

布川橋   ぬのかわ 神奈 fuji44188 

布袋橋   ほてい  神奈 fuji24689 

布袋橋   ほてい  鳥取 fuji01881 

布部橋   ぬのべ  北海 fuji38064 

布部橋   ふべ   島根 fuji29301 

布部大橋  ぬのべおお 北海 fuji31479 

布伏内橋  ふぶしない 北海 fuji31739 

布目橋   ぬのめ  山形 fuji29170 

布目橋   ぬのめ  山口 fuji28005 

府金橋   ふがね  岩手 fuji04916 

府中橋   ふちゅう  茨城 fuji46928 

府中橋   ふちゅう  千葉 fuji29206 

府内橋   ふない  宮崎 fuji22431 

府内大橋  ふないおお 大分 fuji39812 

敷津橋   しきつ   大阪 fuji15812 

敷島橋   しきしま  群馬 fuji01166 

敷島橋   しきしま  神奈 fuji01506 

斧研橋   よきとぎ  岐阜 fuji24988 

斧研川橋 よきとぎがわ 滋賀 fuji10091 

斧磨橋   よきとぎ  滋賀 fuji35557 

普天間橋  ふてんま  沖縄 fuji15037 

普洞沢橋  ふどうさわ 山形 fuji29176 

浮間橋   うきま   東京 fuji20696 

浮亀橋   うきき   愛媛 fuji02031 

浮御堂   うきみどう 滋賀 fuji28879 

浮根橋   うきね   岡山 fuji24147 

浮田橋   うきた   岡山 fuji29624 

浮島橋   うきしま  大阪 fuji48550 

負ケ沢橋  まけがさわ 山形 fuji20306 

撫牛子橋  ないじょうじ 青森 fuji03213 

撫川橋   なつかわ  岡山 fuji24144 

撫養橋   むや   徳島 fuji34964 

武庫川橋  むこがわ  兵庫 fuji13787 

武庫大橋  むこおお  兵庫 fuji19149 

武士橋   たけし  群馬 fuji32635 

武市橋   たけいち  東京 fuji21093 

武石大橋  たけしおお 長野 fuji23174 

武蔵大橋  むさしおお 埼玉 fuji51256 

武蔵野橋  むさしの  東京 fuji47819 

武田橋   たけだ  山梨 fuji41071 

武田尾橋  たけだお  兵庫 fuji39679 

武之橋   たけの  鹿児 fuji01325 

武並橋   たけなみ  岐阜 fuji23510 

武利意橋  むりい  北海 fuji15152 

武利橋   むり   北海 fuji37173 

舞子跨線橋  まいこ  兵庫 fuji14456 

舞鶴橋   まいずる  東京 fuji21607 

舞鶴橋   まいづる  佐賀 fuji33833 

舞鶴橋   まいづる  山形 fuji04874 

舞鶴橋   まいづる  大分 fuji34634 

舞鶴橋   まいづる  北海 fuji09686 

舞鶴跨線橋  まいづる  山梨 fuji49504 

舞尾橋   もうの   熊本 fuji33424 

舞木橋   もうぎ   福岡 fuji27827 

葡萄橋   ぶどう   山梨 fuji38302 

葡萄川橋  ぶどうかわ 新潟 fuji17303 

楓橋    もみじ   茨城 fuji22248 

風ノ堂橋   かぜのどう 宮城 fuji02300 

風吹橋   かざほこ  山形 fuji26843 

風張橋   かざはり  青森 fuji04736 

風波橋   かざなみ  新潟 fuji29950 

風恋橋   かざこい  岩手 fuji37184 

風呂川橋  ふろがわ  群馬 fuji17008 

伏見橋   ふしみ  大阪 fuji10944 

伏水街道第三橋 ふしみかいどう  

         京都 fuji01904 

伏羊橋   ぶよう   和歌 fuji26107 

伏篭橋   ふしこ   北海 fuji42133 

副港橋   ふっこう  北海 fuji21832 

福井川橋  ふくいがわ 長崎 fuji30739 

福稲橋   ふくいね  京都 fuji12050 

福浦橋   ふくうら  宮城 fuji50363 

福永橋   ふくなが  東京 fuji04361 

福猿橋   ふくさる  栃木 fuji31285 

福岡橋   ふくおか  石川 fuji03697 

福橋    ふく   滋賀 fuji10715 

福原橋   ふくはら  熊本 fuji23299 

福原第一跨道橋 ふくはら 茨城 fuji51941 

福寿橋   ふくじゅ  滋賀 fuji36602 

福寿橋   ふくじゅ  東京 fuji20849 

福住橋   ふくずみ  兵庫 fuji29687 

福重郎橋 ふくじゅうろう 大阪 fuji47353 

福神橋   ふくじん  東京 fuji20024 

福生橋   ふっさ   東京 fuji38406 

福生寺橋  ふくしょうじ 大分 fuji19180 

福川橋   ふくかわ  徳島 fuji41932 

福知橋   ふくち   大阪 fuji01229 

福知橋   ふくち   兵庫 fuji29688 

福地閘門橋  ふくちこうもん  

         宮城 fuji21785 

福長橋   ふくなが  鳥取 fuji29902 

福田橋   ふくだ   青森 fuji24837 

福田橋   ふくだ   石川 fuji27546 

福田橋   ふくだ   兵庫 fuji18446 

福田大橋  ふくだおお 宮城 fuji28564 

福島橋   ふくしま  東京 fuji00571 

福島橋   ふくしま  徳島 fuji03095 

福島橋   ふくじま  群馬 fuji18480 

福島新橋  ふくしましん 徳島 fuji22654 

福島大橋  ふくしまおお 佐賀 fuji49558 

福島第一高架橋 ふくしま 大阪 fuji49552 

福堂橋   ふくどう  滋賀 fuji47504 

福富橋   ふくとみ  東京 fuji21085 

福頼橋   ふくより  島根 fuji32842 

福雷橋   ふくらい  茨城 fuji31692 

淵牛館橋 えんきゅうだて 宮城 fuji37599 

物見橋   ものみ  岡山 fuji23826 

物言橋   ものいい  秋田 fuji37686 

物部川橋  ものべがわ 高知 fuji18704 

分寺橋   ぶんじ  大分 fuji30906 

分田橋   ぶんだ  熊本 fuji05347 

分路橋   ぶんろ  兵庫 fuji17333 
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文化橋   ぶんか  岩手 fuji30000 

文化橋   ぶんか  群馬 fuji16374 

文化橋   ぶんか  大阪 fuji37034 

文巻橋   ふみまき  茨城 fuji23936 

文字Ｘ地橋  もじがいち 京都 fuji38651 

文字摺橋  もじずり  福岡 fuji05834 

文知摺橋  もちずり  福岡 fuji28411 

文明橋   ぶんめい  徳島 fuji01801 

 

ヘ 

兵庫運河 ひょうごうんが 兵庫 fuji08623 

幣舞橋   ぬさまい  北海 fuji08768 

平安橋   へいあん  山口 fuji00361 

平井橋   ひらい  岩手 fuji09702 

平井橋   ひらい  東京 fuji18072 

平井大橋  ひらいおお 東京 fuji49559 

平塩橋   ひらしお  山形 fuji40039 

平岡橋   ひらおか  神奈 fuji18540 

平賀橋   ひらが  東京 fuji20695 

平潟橋   ひらかた  新潟 fuji38293 

平潟橋   ひらかた  神奈 fuji32795 

平久橋   へいきゅう 東京 fuji19211 

平久里川橋  へぐりかわ 千葉 fuji15092 

平橋    たいら  京都 fuji27938 

平橋    たいら  滋賀 fuji44121 

平橋    たいら  富山 fuji39740 

平橋    たいら  福岡 fuji16147 

平形橋   ひらかた  愛媛 fuji42453 

平原橋   ひらばる  熊本 fuji13250 

平戸橋   ひらと   愛知 fuji04005 

平戸橋   ひらと   神奈 fuji20067 

平戸橋   ひらと   千葉 fuji45269 

平戸橋   ひらど  大阪 fuji47129 

平戸幸橋  さいわい  長崎 fuji00565 

平坂橋   へいさか  愛知 fuji27908 

平三水橋  さみず  長野 fuji30685 

平山橋   ひらやま  熊本 fuji01535 

平山橋   ひらやま  神奈 fuji12804 

平取橋   ぴらとり  北海 fuji38947 

平住橋   ひらずみ  東京 fuji21103 

平沼橋   ひらぬま  神奈 fuji19962 

平瀬橋   ひらせ  新潟 fuji13454 

平川橋   ひらかわ  青森 fuji00433 

平川橋   ひらかわ  東京 fuji20847 

平川戸橋  ひらかわと 埼玉 fuji46334 

平大橋   たいらおお 福岡 fuji49787 

平谷一号橋  ひらだに  徳島 fuji52400 

平谷橋   ひらや  長野 fuji08290 

平田橋   ひらた  宮城 fuji23106 

平田橋   ひらた  島根 fuji28730 

平田川橋  へだかわ 宮崎 fuji15840 

平等寺橋  びょうどうじ 徳島 fuji20426 

平八重橋  ひらばえ  鹿児 fuji22734 

平尾橋   ひらお  熊本 fuji11526 

平尾橋   ひらお  和歌 fuji17155 

平木橋   ひらき  熊本 fuji22655 

平木橋   ひらき  東京 fuji22022 

平木橋   ひらき  兵庫 fuji13753 

平木橋   ひらぎ  香川 fuji07418 

平木場橋  ひらこば  鹿児 fuji30966 

平野橋   ひらの  大阪 fuji03082 

平野橋   ひらの  東京 fuji00573 

平野市橋  ひらのいち 大阪 fuji48560 

平野庄橋  ひらのしょう 岐阜 fuji29036 

平良橋   たいら  沖縄 fuji48994 

平良川橋  たいらかわ 鹿児 fuji00580 

平和橋   へいわ  山口 fuji35970 

平和橋   へいわ  東京 fuji31288 

平和大橋  へいわおお 広島 fuji32591 

平藏川橋 へいぞうがわ 千葉 fuji17878 

柄杓流橋  しゃくながれ 山梨 fuji52390 

並木橋   なみき  東京 fuji19317 

閉伊川橋  へいがわ 岩手 fuji32015 

米原跨線橋  まいばら  滋賀 fuji48079 

米山大橋 よねやまおお 新潟 fuji48126 

米神橋   こめかみ  宮城 fuji14710 

米神橋   こめかみ  神奈 fuji39988 

米泉橋   よないすみ 石川 fuji37989 

米代川橋 よねしろかわ 秋田 fuji08966 

米代川橋 よねしろがわ 岩手 fuji22854 

米谷橋   まいたに  奈良 fuji46605 

米谷橋   まいや  宮城 fuji10396 

米谷大橋  まいやおお 宮城 fuji21829 

米津橋   よねず  愛知 fuji02574 

米内沢橋  よないざわ 秋田 fuji07822 

米之津橋  こめのつ  鹿児 fuji06232 

米白橋   よねしろ  秋田 fuji05477 

米良橋   めら   宮崎 fuji44729 

別所橋   べっしょ  滋賀 fuji22200 

別当賀川橋  べっとうががわ  

         北海 fuji15294 

別府川橋  べっぷがわ 鹿児 fuji09001 

片一橋   かたいち  大阪 fuji52268 

片浦橋   かたうら  神奈 fuji40821 

片岡橋   かたおか  高知 fuji52019 

片貝川橋 かたかいがわ 富山 fuji11624 

片蓋橋   かたふた  鹿児 fuji21823 

片江橋   かたえ  大阪 fuji38911 

片江小橋  かたえこ  大阪 fuji38603 

片江新橋  かたえしん 大阪 fuji38602 

片瀬橋   かたせ  神奈 fuji24823 

片巣橋   かたす  岩手 fuji18340 

片町橋   かたまち  大阪 fuji30183 

片二橋   かたに  大阪 fuji49458 

片白橋   かたしろ  鹿児 fuji06600 

片平橋   かたひら  長野 fuji06798 

片門橋   かたかど  福岡 fuji01660 

編笠橋   あみがさ  長崎 fuji00540 

便ノ山橋   びんのやま 三重 fuji41545 

弁慶橋   べんけい  山形 fuji29736 

弁慶橋   べんけい  東京 fuji05230 

弁慶大橋 べんけいおお 山形 fuji52493 

弁才橋   べんざい  神奈 fuji53486 

弁財天橋 べんざいてん 広島 fuji00537 

弁財天橋 べんざいてん 千葉 fuji18760 

弁沢橋  わきまえさわ 宮城 fuji29635 

弁天橋   べんてん  愛知 fuji11499 

弁天橋   べんてん  茨城 fuji27178 

弁天橋   べんてん  岐阜 fuji34248 

弁天橋   べんてん  熊本 fuji03695 

弁天橋   べんてん  群馬 fuji34241 

弁天橋   べんてん  埼玉 fuji27848 

弁天橋   べんてん  新潟 fuji49103 

弁天橋   べんてん  新潟 fuji53642 

弁天橋   べんてん  神奈 fuji01686 

弁天橋   べんてん  静岡 fuji12276 

弁天橋   べんてん  長野 fuji10868 

弁天橋   べんてん  東京 fuji08166 

弁天橋   べんてん  福岡 fuji23084 

弁天橋   べんてん  兵庫 fuji18445 

弁天大橋 べんてんおお 大分 fuji48448 

弁当沢橋 べんとうざわ 山形 fuji30209 

 

ホ 
保安橋   ほあん  青森 fuji04487 

保橋    やす   栃木 fuji37090 

保戸島橋  ほどじま  岐阜 fuji26786 

保津大橋  ほづおお  京都 fuji17236 

保土ヶ谷橋  ほどがや  神奈 fuji19348 

保木橋   ほぎ   神奈 fuji33204 

保柳橋   ほやなぎ  宮城 fuji26836 

歩行橋   かち   群馬 fuji01190 

穂刈橋   ほかり  長野 fuji22767 

穂高川橋  ほたかがわ 長野 fuji13779 

穂積橋   ほずみ  愛知 fuji08288 

穂積橋   ほずみ  愛媛 fuji22408 

穂積大橋  ほづみおお 岐阜 fuji46672 

穂別橋   ほべつ  北海 fuji29048 

暮坪陸橋  くれつぼ  山形 fuji47257 

母袋橋   たもい  山形 fuji49067 

母里大橋  もりおお  島根 fuji27974 

母恋橋   ぼこい  北海 fuji23893 

報恩寺橋  ほうおんじ 東京 fuji00336 

報国橋   ほうこく  岐阜 fuji03404 

報徳橋   ほうとく  神奈 fuji20748 

報徳橋   むくえ   沖縄 fuji00720 

宝永橋   ほうえい  大阪 fuji40121 

宝堰橋   たからせき 宮城 fuji51045 

宝橋    たから  岐阜 fuji41945 

宝橋    たから  東京 fuji20918 

宝珠花橋  ほうしゅばな千葉 fuji18371 

宝珠山橋  ほうじゅやま 福岡 fuji36061 

宝積寺橋  ほうしゃくじ 栃木 fuji17864 

宝泉橋   ほうせん  熊本 fuji23086 

宝殿橋   ほうでん  兵庫 fuji24763 

宝田橋   たからだ  東京 fuji21680 

宝来橋   ほうらい  岩手 fuji47206 

宝来橋   ほうらい  山口 fuji00411 

宝来橋   ほうらい  東京 fuji21700 

峰羽橋   みねは  神奈 fuji47569 

峰谷橋   みねたに  東京 fuji36795 

峰之橋   みねの  神奈 fuji36096 

峰之沢橋  みねのさわ 静岡 fuji36768 

峯橋    みね   東京 fuji45619 

峯橋    みね   福岡 fuji39732 

放出橋   はなてん  大阪 fuji33144 

放出大橋 はなてんおお 大阪 fuji21934 

放牧地橋  ほうぼくち 北海 fuji43310 

方生橋   ほうじょう 沖縄 fuji00083 

方谷橋   ほうこく  岡山 fuji13686 

方保田橋  かとうだ  熊本 fuji04458 

法花大橋  ほっけおお 徳島 fuji26139 

法教寺橋  ほうきょうじ 滋賀 fuji37577 

法師岡橋  ほうしおか 青森 fuji33689 

法師橋   ほうし   島根 fuji35938 

法尺橋   ほうしゃく 島根 fuji42445 

法成橋   ほうじょう 京都 fuji51830 

法伝橋   ほうでん  岐阜 fuji22672 

法無乱橋  ほうむらん 佐賀 fuji42643 

法量橋   ほうりょう  青森 fuji06438 

法蓮橋   ほうれん  奈良 fuji29971 

泡ノ巻橋   あわのまき 福岡 fuji43147 

芳田橋   ほうだ  兵庫 fuji23238 

芳明橋   ほうめい  岡山 fuji17165 

芳雄橋   よしお   福岡 fuji20441 

芳養川橋  はやかわ 和歌 fuji23820 

蓬莱橋   しおどめ  東京 fuji02036 

蓬莱橋   ほうらい  愛媛 fuji00895 

蓬莱橋   ほうらい  岡山 fuji30231 

蓬莱橋   ほうらい  京都 fuji00549 

蓬莱橋   ほうらい  熊本 fuji06590 

蓬莱橋   ほうらい  香川 fuji03097 

蓬莱橋   ほうらい  山形 fuji23921 

蓬莱橋   ほうらい  新潟 fuji48758 

蓬莱橋   ほうらい  神奈 fuji06636 

蓬莱橋   ほうらい  青森 fuji04063 

蓬莱橋   ほうらい  静岡 fuji03053 

蓬莱橋   ほうらい  東京 fuji02770 

蓬莱橋   ほうらい  徳島 fuji20421 

蓬莱橋   ほうらい  兵庫 fuji21455 

豊栄橋   ほうえい  高知 fuji20438 

豊永大橋 とよながおお 高知 fuji44770 

豊岡橋   とよおか  熊本 fuji00963 

豊海橋   とよみ  岡山 fuji14700 

豊海橋   とよみ  東京 fuji00527 

豊橋    とよ   愛知 fuji00127 
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豊橋    とよ   山形 fuji24852 

豊橋    とよ   大阪 fuji28478 

豊橋    ゆたか  新潟 fuji53645 

豊橋    ゆたか  神奈 fuji42556 

豊橋    ゆたか  福井 fuji43839 

豊橋    ゆたか  北海 fuji28499 

豊玉橋   とよたま  東京 fuji03001 

豊厚橋   ほうこう  山口 fuji11455 

豊国橋   とよくに  神奈 fuji01920 

豊国橋   とよくに  北海 fuji13798 

豊国橋   ほうこく  福岡 fuji25198 

豊砂橋   とよすな  東京 fuji21100 

豊崎橋   とよざき  大阪 fuji02143 

豊州橋   とよす   東京 fuji33602 

豊秋橋   とよあき  愛媛 fuji04216 

豊住橋   とよずみ  東京 fuji18536 

豊水橋   ほぅすい  茨城 fuji18570 

豊水橋   ほうすい  埼玉 fuji15223 

豊水橋   ほうすい  富山 fuji33617 

豊石橋   とよいし  東京 fuji03395 

豊積橋   とよづみ  山梨 fuji39746 

豊川橋   とよかわ  愛知 fuji19398 

豊川放水路橋 とよかわほうすいろ  

         愛知 fuji43221 

豊船橋   とよふな  新潟 fuji28313 

豊蔵橋   とよくら  東京 fuji02881 

豊太閤橋  ほうたいこう 愛知 fuji44934 

豊大橋   ゆたかおお 広島 fuji50776 

豊沢橋   とよさわ  岩手 fuji00523 

豊沢川橋 とよさわがわ 静岡 fuji12897 

豊田橋   とよた   新潟 fuji29909 

豊田橋   とよた   北海 fuji53201 

豊田橋   とよだ   山形 fuji39731 

豊田橋   とよだ   静岡 fuji04387 

豊島橋   としま   東京 fuji01986 

豊島橋   とよしま  東京 fuji17916 

豊年橋   ほうねん  山口 fuji09174 

豊浜橋   とよはま  静岡 fuji24992 

豊浜大橋 とよはまおお 三重 fuji33519 

豊平橋   とよひら  青森 fuji28830 

豊平橋   とよひら  東京 fuji20030 

豊平橋   とよひら  北海 fuji01782 

豊平川橋 とよひらがわ 北海 fuji04290 

豊幌跨線橋  とよほろ  北海 fuji42050 

豊木橋   とよき   東京 fuji21110 

豊野橋   とよの  北海 fuji36496 

豊里大橋  とよさとおお 宮城 fuji32325 

鳳橋    おおとり  神奈 fuji41475 

鳳鳴橋   ほうめい  富山 fuji31585 

鳳来橋   ほうぎ  熊本 fuji10418 

坊屋敷橋  ぼうやしき 愛媛 fuji28776 

坊金橋   ぼうがね  新潟 fuji24326 

坊前橋   ぼうまえ  滋賀 fuji22778 

坊沢大橋 ぼうざわおお 秋田 fuji51228 

房州大橋 ぼうしゅうおお 千葉 fuji49081 

房川の渡し  ほうせん  埼玉 fuji00152 

望月寒橋  もうつきさむ 北海 fuji49924 

望月橋   もちづき  長野 fuji24804 

望洋橋   ぼうよう  北海 fuji45217 

望来橋   もうらい  北海 fuji46818 

鉾流橋   ほこながし 大阪 fuji15464 

北の橋   きたの  富山 fuji29222 

北ノ城橋   きたにじょう 長野 fuji29507 

北園橋   きたぞの  京都 fuji25062 

北河内橋  きたかわち 福岡 fuji19154 

北桔橋   きたはね  東京 fuji20326 

北橋    きた   大阪 fuji46755 

北原橋   きたはら  島根 fuji28729 

北口屋橋  きたくちや 鹿児 fuji01385 

北幸橋  きたさいわい 神奈 fuji35349 

北港運河橋  ほっこううんが 

         大阪 fuji19796 

北十間川橋  きたじゅっけんかわ  

         東京 fuji09907 

北上川橋 きたかみがわ 岩手 fuji12957 

北上川橋 きたかみがわ 宮城 fuji50929 

北上大橋 きたかみおお 岩手 fuji28987 

北条橋   ほうじょう 大阪 fuji20384 

北新橋   きたしん  東京 fuji21379 

北新町橋 きたしんまち 大阪 fuji29077 

北千束一の橋  きたせんぞくいちの  

         東京 fuji38133 

北川橋   きたかわ  滋賀 fuji28674 

北川橋   きたがわ  山形 fuji03688 

北川橋   きたがわ  徳島 fuji34965 

北船見橋  きたふたみ 東京 fuji06703 

北代田橋  きたしろた 群馬 fuji21596 

北台木橋  きただいぎ 福岡 fuji27821 

北大橋   きたおお  岩手 fuji51219 

北大路橋  きたおおじ 京都 fuji16402 

北巽橋   きたたつみ 大阪 fuji43893 

北辻橋   きたつじ  東京 fuji00341 

北島橋   きたじま  和歌 fuji02177 

北南橋   きたみなみ 鹿児 fuji22438 

北之橋   きたの  東京 fuji32933 

北之山橋  きたのやま 大阪 fuji34512 

北品川橋 きたしながわ 東京 fuji17915 

北浜橋   きたはま  北海 fuji14934 

北方橋   きたかた  鹿児 fuji16124 

北又橋   きたまた  和歌 fuji27050 

北明治橋  きためいじ 沖縄 fuji30297 

北門橋   きたもん  大分 fuji17489 

北野橋   きたの  東京 fuji29067 

北利根橋  きたとね  茨城 fuji23637 

北里橋   きたさと  熊本 fuji34306 

北竜橋   ほくりゅう  北海 fuji44794 

北杣橋   きたそま  滋賀 fuji09975 

北條跨線橋  ほうじょう 茨城 fuji47654 

北糀谷橋  きたこうじや 東京 fuji28456 

北菫橋   きたすみれ 大阪 fuji38025 

朴木（沢）橋  ほおきざわ 山形 fuji03541 

牧港橋 まきみなとまちなとう  

         沖縄 fuji01295 

牧田川橋  まきたがわ 岐阜 fuji12810 

牧島橋   まきしま  長崎 fuji39686 

牧野川橋  まきのがわ 滋賀 fuji22340 

睦橋    むつみ  広島 fuji32998 

睦橋    むつみ  三重 fuji38460 

睦橋    むつみ  山形 fuji21675 

睦橋    むつみ  神奈 fuji19970 

睦橋    むつみ  青森 fuji41318 

睦橋    むつみ  大阪 fuji48559 

睦橋    むつみ  長野 fuji22768 

睦橋    むつみ  東京 fuji09739 

睦月橋   むつき  新潟 fuji48091 

睦合橋   むつあい  山形 fuji12965 

堀ケ生橋  ほりがうえ 高知 fuji29853 

堀の内橋  ほりのうち 山形 fuji31510 

堀越橋   ほりこし  徳島 fuji43302 

堀貫橋   ほりぬき  千葉 fuji23965 

堀江橋   ほりえ  大阪 fuji00902 

堀合橋   ほりあい  神奈 fuji50247 

堀初橋   ほりぞめ  大阪 fuji21198 

堀切橋   ほりきり  東京 fuji17619 

堀切川橋 ほりきりがわ 滋賀 fuji10499 

堀川丸太町橋  ほりかわまるたまち  

         京都 fuji12903 

堀川橋   ほっかわ  茨城 fuji08458 

堀川橋   ほりかわ  宮崎 fuji09507 

堀川橋   ほりかわ  山口 fuji24463 

堀川橋   ほりかわ  大阪 fuji12078 

堀川橋   ほりかわ  島根 fuji38184 

堀川橋   ほりかわ  福井 fuji07762 

堀川橋   ほりかわ  兵庫 fuji28698 

堀川口橋 ほりがわぐち 愛知 fuji27457 

堀田橋   ほった  京都 fuji20138 

堀田橋   ほりた  熊本 fuji34303 

堀内橋   ほりうち  山形 fuji36067 

堀内大橋  ほりうちおお 岩手 fuji53956 

堀留橋   ほりどめ  東京 fuji19851 

幌向橋   ほろむかい 北海 fuji40832 

幌糠橋   ほろぬか  北海 fuji40980 

幌内橋   ほろない  北海 fuji38262 

幌平橋   ほろひら  北海 fuji19243 

幌別橋   ほろべつ  北海 fuji27728 

幌萌橋   ほろもえ  北海 fuji37836 

本奥戸橋  ほんおくど 東京 fuji23595 

本河内高部貯水池内石橋 

   ほんごうちこうぶ 長崎 fuji01643 

本宮橋   もとみや  福岡 fuji12966 

本橋    もと   山口 fuji00684 

本郷橋   ほんごう  広島 fuji18126 

本郷橋   ほんごう  山形 fuji23115 

本郷橋   ほんごう  島根 fuji37465 

本郷橋   ほんごう  東京 fuji29886 

本五橋   ほんご  大阪 fuji36738 

本合海橋 もとあいかい 山形 fuji03974 

本合海大橋  もとあいかいおお  

         山形 fuji25599 

本山橋   もとやま  香川 fuji06996 

本山橋   もとやま  高知 fuji26154 

本山寺橋  もとやまじ 香川 fuji47528 

本宿跨線道路橋 ほんじゅく  

         神奈 fuji46033 

本所堺橋 ほんじょさかい 東京 fuji21609 

本庄橋   ほんじょう 滋賀 fuji08205 

本庄江橋  ほんじょうえ 佐賀 fuji45471 

本庄石橋 ほんじょういし 大分 fuji16113 

本城橋   ほんじょう 茨城 fuji20830 

本川橋   ほんかわ 広島 fuji00104 

本川橋   もとかわ  新潟 fuji26378 

本泉橋   もといずみ 熊本 fuji31723 

本荘大橋 ほんじょうおお 秋田 fuji48075 

本村橋   ほんむら  神奈 fuji48908 

本村橋   ほんむら  東京 fuji37212 

本村橋   もとむら  熊本 fuji50819 

本村橋   もとむら  東京 fuji19250 

本沢橋   もとさわ  山形 fuji22237 

本谷橋   ほんたに  長野 fuji38683 

本町橋   ほんちょう 宮城 fuji25825 

本町橋   ほんまち  愛知 fuji11953 

本町橋   ほんまち  滋賀 fuji00594 

本町橋   ほんまち  大阪 fuji00695 

本津川橋  ほんづがわ 香川 fuji07419 

本田橋   ほんでん  秋田 fuji14594 

本渡橋   ほんど  熊本 fuji29996 

本内橋   ほんない  岩手 fuji17253 

本富士見橋  ふじみ  埼玉 fuji17009 

本別橋   ほんべつ 北海 fuji23894 

本別大橋 ほんべつおお 北海 fuji34404 

本牧大橋  ほんもく  神奈 fuji49549 

本牧陸橋  ほんもく  神奈 fuji50980 

本名橋   ほんな  福岡 fuji35191 

本名橋   ほんな  福島 fuji36996 

本明川橋 ほんみょうがわ 長崎 fuji25799 

本与板橋  もとよいた 新潟 fuji47676 

 

マ 

摩耶大橋  まやおお  兵庫 fuji48036 

麻扱場橋  おこんば  熊本 fuji01811 

麻生橋   あそう   岐阜 fuji17663 

麻生津橋  おうづ  和歌 fuji15183 

麻生野橋  あそや  岐阜 fuji41705 

麻績川橋  おみがわ 長野 fuji08680 

麻布橋   あさぶ  北海 fuji14275 

埋田橋   うめだ  神奈 fuji49986 
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妹川橋  いもうとがわ 滋賀 fuji04012 

妹背牛橋  もせうし  北海 fuji37671 

枚方大橋 ひらかたおお 大阪 fuji21878 

槙平橋   まきひら  大阪 fuji21438 

枕橋    まくら   東京 fuji06705 

枕橋    まくら   福岡 fuji20811 

枕瀬橋   まくらせ  静岡 fuji04320 

桝屋橋   ますや  東京 fuji21701 

桝形橋   ますかた  岐阜 fuji24026 

俣瀬橋   またせ  鹿児 fuji36966 

又口橋   またぐち  神奈 fuji46671 

又住橋   またずみ  東京 fuji49257 

又土橋   またど  東京 fuji29529 

末吉橋   すえよし  沖縄 fuji27377 

末吉橋   すえよし  神奈 fuji00714 

末吉橋   すえよし  大阪 fuji00682 

末吉石橋  すえよしいし 沖縄 fuji14145 

末光橋   すえみつ  福岡 fuji51483 

末広橋   すえひろ  三重 fuji23492 

末広橋   すえひろ  山口 fuji04841 

末広橋   すえひろ  神奈 fuji45305 

末広橋   すえひろ  東京 fuji19248 

万栄橋   まんえい  山梨 fuji34165 

万延橋   まんえん  群馬 fuji01523 

万屋橋   よろずや  東京 fuji21690 

万関橋   まんぜき  長崎 fuji08715 

万騎橋   まんき  神奈 fuji45318 

万吉橋   まんきち  香川 fuji17108 

万橋    よろず  東京 fuji01955 

万金橋   ままがね  大分 fuji21516 

万古川橋  まんごがわ 長野 fuji27547 

万江川本流橋 まえがわ  熊本 fuji10962 

万国橋   ばんこく  神奈 fuji09873 

万歳橋   ばんざい  大阪 fuji48401 

万歳橋   ばんせい  山口 fuji01341 

万歳橋   まんざい  大分 fuji02040 

万歳橋   まんざい  長野 fuji26468 

万寿橋   まんじゅ  山口 fuji14123 

万助橋   まんすけ  東京 fuji44072 

万場橋   まんば  岐阜 fuji01872 

万場大橋  まんばおお 愛知 fuji19923 

万世橋   ばんせい  山形 fuji28515 

万世橋   まんせい  新潟 fuji44484 

万世橋   まんせい  東京 fuji01902 

万世橋   よろずよ  埼玉 fuji23959 

万盛橋   ばんせい  新潟 fuji43826 

万盛橋   まんせい  神奈 fuji18783 

万石橋   まんごく  宮城 fuji24665 

万石橋   まんごく  秋田 fuji03536 

万膳川橋 まんぜんがわ 鹿児 fuji09588 

万代橋   ばんだい  岩手 fuji24624 

万代橋   ばんだい  山形 fuji03270 

万代橋   ばんだい  新潟 fuji20792 

万代橋   ばんだい  神奈 fuji19960 

万代橋   ばんだい  福井 fuji02566 

万代橋   ばんだい  福岡 fuji11912 

万代橋   まんだい  群馬 fuji01483 

万代橋   よろずよ  茨城 fuji15086 

万代橋   よろずよ  広島 fuji02839 

万代橋   よろずよ  新潟 fuji04988 

万代橋   よろずよ  千葉 fuji20320 

万滝橋   まんたき  大分 fuji15017 

万年橋   まんねん  茨城 fuji25839 

万年橋   まんねん  宮崎 fuji05592 

万年橋   まんねん  群馬 fuji24524 

万年橋   まんねん  埼玉 fuji51258 

万年橋   まんねん  山梨 fuji31794 

万年橋   まんねん  神奈 fuji42555 

万年橋   まんねん  長野 fuji10869 

万年橋   まんねん  東京 fuji01962 

万之瀬橋  まのせ  鹿児 fuji00092 

万之瀬川橋  まのせがわ 鹿児 fuji13294 

万納屋橋  まんのうや 岡山 fuji10709 

万里橋   ばんり  神奈 fuji01834 

満濃大橋 まんのうおお 香川 fuji52973 

 

ミ ム 

箕浦橋   みのうら  滋賀 fuji07401 

箕地橋   みのち  岡山 fuji28534 

箕輪橋   みのわ  長野 fuji02131 

密語橋   ささやき  福岡 fuji06375 

湊橋    みなと  愛知 fuji02938 

湊橋    みなと  熊本 fuji05646 

湊橋    みなと  青森 fuji00485 

湊橋    みなと  大阪 fuji04818 

湊橋    みなと  東京 fuji00425 

湊橋    みなと  兵庫 fuji20395 

湊川橋   みなとかわ 千葉 fuji14187 

湊川橋   みなとがわ 鹿児 fuji01250 

湊大橋   みなとおお 京都 fuji35794 

蓑島橋   みのしま  福岡 fuji48652 

妙見橋   みょうけん 熊本 fuji19877 

妙見橋   みょうけん 大分 fuji07967 

妙見橋   みょうけん 島根 fuji48410 

妙見橋   みょうけん 東京 fuji40717 

夢の浮橋 ゆめのうきはし 京都 fuji00516 

夢前橋   ゆめさき  兵庫 fuji05061 

夢前川橋 ゆめさきがわ 兵庫 fuji26660 

夢想吊橋  むそう  静岡 fuji31979 

無意根大橋  むいねおお 北海 fuji50972 

無垢橋   むく   岡山 fuji15503 

無際橋   むさい  岐阜 fuji00081 

無量寺門前橋 むりょうじ 熊本 fuji00629 

牟岐橋   むぎ   徳島 fuji27086 

牟岐大川橋  むぎおおかわ 

         徳島 fuji12717 

霧降大橋 きりふりおお 栃木 fuji46585 

霧島橋   きりしま  鹿児 fuji22440 

鵡川橋   むかわ  北海 fuji07301 

椋野橋   むくの   山口 fuji31335 

 

メ 

名蓋川橋  なふたがわ 宮城 fuji26835 

名貫川橋  なぬきかわ 宮崎 fuji15841 

名寄大橋  なよろおお 北海 fuji25591 

名久井橋  なくい   青森 fuji14016 

名久田橋  なくた   群馬 fuji25943 

名呉橋   なご   大阪 fuji17329 

名護屋大橋  なごやおお 佐賀 fuji50132 

名皿部橋  なさらべ  岐阜 fuji31977 

名取橋   なとり   宮城 fuji23695 

名取川橋  なとりがわ 宮城 fuji05128 

名取大橋  なとりおお 宮城 fuji43434 

名手橋   なて   神奈 fuji44723 

名川橋   ながわ  山形 fuji22745 

名蔵小橋  なぐらこ  沖縄 fuji32289 

名蔵大橋  なぐらおお 沖縄 fuji32185 

名田橋   なだ   徳島 fuji43694 

名島橋   なじま   福岡 fuji24558 

名島川橋  なじま   福岡 fuji17175 

名馬橋   めいば  千葉 fuji22272 

名木沢橋  なぎざわ  山形 fuji03175 

名立橋   なたて  新潟 fuji23160 

名立川橋  なだち  新潟 fuji51552 

名和川橋  なわがわ  鳥取 fuji09277 

明王谷橋 みようおうだに 滋賀 fuji42589 

明鏡橋   めいきょう 山形 fuji02305 

明午橋   めいご  熊本 fuji01747 

明治橋   めいじ  愛知 fuji09148 

明治橋   めいじ  愛媛 fuji09887 

明治橋   めいじ  沖縄 fuji04441 

明治橋   めいじ  岩手 fuji02077 

明治橋   めいじ  広島 fuji32593 

明治橋   めいじ  滋賀 fuji22635 

明治橋   めいじ  石川 fuji36861 

明治橋   めいじ  大阪 fuji02582 

明治橋   めいじ  大分 fuji09283 

明治橋   めいじ  長野 fuji25613 

明治橋   めいじ  東京 fuji10327 

明治橋   めいじ  福井 fuji10559 

明十橋   めいじゅう 熊本 fuji02629 

明新橋   みょうしん 福岡 fuji22241 

明神橋   あすみ  山梨 fuji35762 

明神橋   みょうじ  広島 fuji00473 

明神橋   みょうじん 愛知 fuji16652 

明神橋   みょうじん 山形 fuji46582 

明神橋   みょうじん 長野 fuji11146 

明神橋   みょうじん 東京 fuji23322 

明神橋   みょうじん 徳島 fuji46687 

明神橋   みょうじん 栃木 fuji29937 

明神橋   みょうじん 和歌 fuji19096 

明神社眼鏡橋 みょうじんしゃ  

         熊本 fuji01131 

明神川橋 みょうじんがわ 山形 fuji38107 

明正井路一号幹線一号橋  

    めいせいいろ 大分 fuji15021 

明正井路徳田補水三号橋  

 めいせいいろとくだほすい 大分 fuji30907 

明正合川二号幹線三号橋  

   めいせいごうかわ 大分 fuji30581 

明石橋   あかし  東京 fuji00427 

明石橋   あかし  北海 fuji33034 

明石大橋  あかしおお 兵庫 fuji24641 

明石田橋  あかしだ  福岡 fuji11888 

明代橋   めょうだい 愛知 fuji14171 

明辰橋   めいしん  熊本 fuji03662 

明谷橋   めょうだに 石川 fuji42732 

明津橋   あきつ  長野 fuji29766 

明通橋   めいつう  長野 fuji52433 

明廿橋   あきはた  熊本 fuji22424 

明八橋   めいはち  熊本 fuji02209 

明野橋   あけの  北海 fuji33712 

明里橋   あかり  福井 fuji11403 

明林橋   めいりん  長野 fuji49107 

明磧橋   あけがわら 大分 fuji20908 

鳴戸橋   なると   大阪 fuji18652 

鳴合橋   なりあい  宮城 fuji49510 

鳴子大橋  なるこおお 宮城 fuji28562 

鳴鹿橋   なるか  福井 fuji02387 

鳴鹿橋   めいろく  新潟 fuji35270 

鳴瀬川橋  なるせかわ 宮城 fuji06031 

鳴清水橋  なるそうず 大分 fuji01763 

鳴滝橋   なるたき  大分 fuji16114 

綿屋橋   わたや  大阪 fuji16284 

綿花橋   めんか  神奈 fuji19220 

綿打橋   わたうち  熊本 fuji01106 

面影橋   おもかげ  島根 fuji23850 

面影橋   おもかげ  東京 fuji00309 

面河橋   おもご  愛媛 fuji21488 

面早流橋  もさる   宮崎 fuji48598 

面無橋   おもなし  長崎 fuji01665 

 

モ 

茂岩橋   もいわ  北海 fuji28136 

茂宮川橋  もみやがわ 茨城 fuji43252 

茂左衛門橋  もざえもん 大阪 fuji29055 

茂尻橋   もじり   新潟 fuji36802 

茂森橋   しげもり  東京 fuji21107 

茂野島橋  しげのしま 静岡 fuji23195 

毛見橋   けみ   長野 fuji03049 

毛斯倫大橋  もすりんおお 

         大阪 fuji42251 

毛朱間橋  けしゅま  北海 fuji43056 

毛馬橋   けま   大阪 fuji13680 

毛呂川橋  もろがわ  埼玉 fuji24673 
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網引避溢橋  あみびき  兵庫 fuji13873 

網干大橋  あぼしおお 兵庫 fuji39700 

網走橋   あばしり  北海 fuji14000 

網走川橋 あばしりがわ 北海 fuji27190 

木の芽川橋  きのめがわ 福井 fuji04496 

木屋橋   きや   埼玉 fuji26913 

木屋町橋  きやまち  京都 fuji18812 

木屋平橋  こやだいら 徳島 fuji35838 

木下橋   きのした  和歌 fuji18117 

木賀桟道  きが   神奈 fuji31725 

木滑橋   きなめり  石川 fuji21739 

木間塚橋  きまづか  宮城 fuji07818 

木戸川橋  きどがわ  福岡 fuji06692 

木更木橋  きさらぎ  東京 fuji22031 

木根川橋  きねがわ  東京 fuji52369 

木鷺野橋  きさぎの  熊本 fuji01214 

木場橋   きば   東京 fuji20858 

木場橋   こば   鹿児 fuji13601 

木場川橋  こばばわ  鹿児 fuji13445 

木場田橋  こばた  鹿児 fuji15678 

木曾川大橋  きそがわおお 

         三重 fuji43225 

木曽川橋  きそがわ  愛知 fuji07249 

木曽川橋  きそがわ  岐阜 fuji05143 

木曽川橋  きそがわ  長野 fuji16616 

木早川内橋  きそがわ  熊本 fuji15663 

木谷原橋  きたにばら 山口 fuji33091 

木直橋   きなおし  北海 fuji44666 

木津橋   こつ   三重 fuji20501 

木津志新開橋 きずししんかい  

         鹿児 fuji30965 

木津川橋  きづかわ  大阪 fuji48399 

木津川橋  きづがわ  京都 fuji07675 

木庭橋   こば   熊本 fuji36143 

木田橋   きだ   三重 fuji24740 

木田橋   きだ   山口 fuji01888 

木田橋   きだ   福井 fuji18358 

木登瀬橋  きのぼせ  鹿児 fuji28386 

木内橋   きうち   大分 fuji15014 

木之下橋  きのした  鹿児 fuji20666 

木之郷橋  きのごう  香川 fuji49381 

木挽橋   こびき   東京 fuji03003 

木尾橋   こんの  岐阜 fuji42001 

木部川橋  きべがわ  島根 fuji16766 

木綿橋   もめん  大阪 fuji00219 

木綿麻川橋  ゆうまがわ 徳島 fuji09671 

木呂子川橋  きろこがわ 埼玉 fuji25672 

目の橋   もくの   群馬 fuji00543 

目屋橋   めや   青森 fuji38097 

目加田上橋  めかだかみ 滋賀 fuji28666 

目蒲線跨線線路橋 めかません 

         東京 fuji21121 

目鏡橋   めがね  富山 fuji13747 

目鏡橋   めがね  福岡 fuji04453 

目黒橋   めぐろ  富山 fuji25631 

目黒新橋  めぐろしん 東京 fuji24531 

目黒川橋  めぐろがわ 東京 fuji20026 

目附谷橋  めっこだに 石川 fuji46592 

目名橋   めな   北海 fuji48668 

目木橋   めき   岡山 fuji24814 

杢ケ橋   もくが   群馬 fuji00771 

餅田橋   もちだ   秋田 fuji07343 

籾山橋   もみやま  大阪 fuji18438 

問屋橋   といや  岡山 fuji22392 

問屋橋   といや  大阪 fuji17808 

問屋橋   とんや  東京 fuji20844 

問寒別橋 といかんべつ 北海 fuji39690 

紋別橋   もんべつ  北海 fuji50135 

紋穂内橋  もんぽない 北海 fuji43338 

門跡橋   もんぜき  東京 fuji21531 

門前橋   もんぜん  山口 fuji32112 

門前橋   もんぜん  鹿児 fuji25233 

門前橋   もんぜん  神奈 fuji32647 

門前川眼鏡橋 もんぜんがわ  

         熊本 fuji01005 

門谷川橋  かどたに  静岡 fuji28393 

門田橋   かどた  大阪 fuji35928 

門尾橋   かどお  鳥取 fuji28721 

 

ヤ 

夜間瀬橋  よませ  長野 fuji08472 

夜間瀬川橋  よませがわ 長野 fuji19388 

夜見渡橋  よみど  大分 fuji10659 

夜見渡橋  よみわたり 大分 fuji25216 

夜星川橋  やせいかわ 鹿児 fuji23310 

耶馬渓橋  やばけい  大分 fuji16570 

野為橋   のため  広島 fuji13230 

野下橋   のした  鹿児 fuji14431 

野花南大橋  のかなんおお  

         北海 fuji33094 

野冠橋   のかつぎ  広島 fuji33594 

野久尾橋  のくび   鹿児 fuji15561 

野久美田橋  のくみだ  鹿児 fuji01764 

野原橋   のわら  三重 fuji21740 

野口橋   のぐち  東京 fuji20694 

野口橋   のぐち  和歌 fuji37742 

野口大橋  のぐちおお 滋賀 fuji11091 

野江駅橋  のええき  大阪 fuji25076 

野江第三架道橋 のえ  大阪 fuji24754 

野根川橋  のねがわ 高知 fuji15263 

野崎架道橋  のざき  大阪 fuji24750 

野崎橋   のざき  栃木 fuji28518 

野寺橋   のでら  滋賀 fuji38906 

野洲川橋  やすがわ 滋賀 fuji00781 

野洲川大橋  やすがわおお 

         滋賀 fuji37165 

野出橋   ので   滋賀 fuji21174 

野上橋   のがみ  徳島 fuji17644 

野尻橋   のじり   三重 fuji06736 

野尻橋   のじり   福井 fuji13141 

野神橋   のがみ  滋賀 fuji25739 

野積橋   のづみ  新潟 fuji50131 

野川橋   のがわ  宮城 fuji28410 

野川橋   のがわ  東京 fuji50686 

野村橋   のむら  滋賀 fuji41409 

野村橋   のむら  兵庫 fuji26102 

野沢橋   のざわ  長野 fuji19226 

野地橋   のじ   高知 fuji27105 

野中大橋  のなかおお 福井 fuji15865 

野底川橋  のそこがわ 長野 fuji40855 

野田橋   のた   鳥取 fuji05072 

野田橋   のだ   滋賀 fuji13675 

野田橋   のだ   千葉 fuji20681 

野田橋   のだ   大阪 fuji00286 

野田橋   のだ   東京 fuji20328 

野田川橋  のだがわ 京都 fuji17317 

野田川橋  のだがわ 鹿児 fuji16839 

野田追跨線橋 のだおい  北海 fuji43514 

野土橋   のど   大分 fuji27453 

野島橋   のじま  神奈 fuji36323 

野内橋   のうち   青森 fuji29163 

野門橋   のかど  栃木 fuji33008 

野野海川橋  ののうみがわ 

         長野 fuji16728 

野々沢橋  ののさわ  北海 fuji39184 

野呂川橋  のろかわ  山梨 fuji41943 

野路俣橋  のじまた  栃木 fuji27711 

野老山橋  ところやま 高知 fuji15555 

野老野橋  ところの  高知 fuji20646 

弥栄橋   いやさか  岐阜 fuji19916 

弥助橋   やすけ  奈良 fuji21463 

弥太蔵水路橋 やたぞう  富山 fuji27512 

弥勒寺橋  みろくじ  東京 fuji00621 

矢ノ釣橋   やのつり  大分 fuji30248 

矢口橋   やぐち  和歌 fuji21238 

矢向第一陸橋 やこう   神奈 fuji42240 

矢黒神社の石橋 やくろじんじゃ 

         熊本 fuji36829 

矢祭橋   やまつり  福岡 fuji45602 

矢坂大橋  やざかおお 岡山 fuji21470 

矢作橋   やはき  愛知 fuji39938 

矢作川橋  やはぎかわ 愛知 fuji51028 

矢作大橋  やはぎおお 愛知 fuji53825 

矢楯橋   やたて  宮城 fuji37600 

矢先橋   やさき  埼玉 fuji10488 

矢川橋   やがわ  滋賀 fuji04573 

矢沢橋   やざわ  神奈 fuji24932 

矢田橋   やた   大分 fuji02041 

矢田橋   やだ   島根 fuji04411 

矢田川橋  やだかわ 兵庫 fuji12522 

矢田川橋  やだがわ 愛知 fuji10226 

矢田大橋  やだおお  京都 fuji29683 

矢渡橋   やわたり  香川 fuji17404 

矢筈橋   やはず  長野 fuji24485 

矢部川橋  やべかわ 福岡 fuji06277 

矢部野橋  やべの  神奈 fuji53488 

矢茂橋   やしげ  岡山 fuji49469 

矢立峠橋 やだてとうげ 秋田 fuji44742 

矢櫃橋   やびつ  鹿児 fuji01390 

矢渕橋   やぶ   徳島 fuji39540 

厄除橋   やくよけ  徳島 fuji01069 

役所ノ下橋  やくじょのした  

         鹿児 fuji48599 

薬師堂橋  やくしどう 神奈 fuji32651 

薬水橋   くすりみず 奈良 fuji12376 

柳井田橋  やないだ  京都 fuji15653 

柳下橋   やなぎした 鹿児 fuji28061 

柳橋    やなぎ  岡山 fuji27725 

柳橋    やなぎ  群馬 fuji17077 

柳橋    やなぎ  広島 fuji03092 

柳橋    やなぎ  山口 fuji00136 

柳橋    やなぎ  鹿児 fuji49889 

柳橋    やなぎ  新潟 fuji39355 

柳橋    やなぎ  神奈 fuji41374 

柳橋    やなぎ  大阪 fuji22719 

柳橋    やなぎ  大分 fuji15319 

柳橋    やなぎ  島根 fuji52961 

柳橋    やなぎ  東京 fuji00632 

柳橋    やなぎ  福岡 fuji12174 

柳橋    やなぎ  福岡 fuji48813 

柳橋    やなぎ  北海 fuji49695 

柳原橋   やなぎはら 千葉 fuji44306 

柳原橋   やなぎわら 東京 fuji04758 

柳山石橋 やなぎやまいし 長崎 fuji01477 

柳瀬橋   やなせ  群馬 fuji02998 

柳瀬橋   やなせ  徳島 fuji30136 

柳瀬橋   やなせ  福岡 fuji52218 

柳瀬川橋  やなせがわ 埼玉 fuji13373 

柳生橋   りゅうせい 新潟 fuji05192 

柳川橋   やながわ  北海 fuji16665 

柳沢第一橋  やなぎさわ 静岡 fuji52358 

柳沢二号橋  やなぎさわ 長野 fuji45652 

柳谷橋   やなぎたに 三重 fuji43223 

柳津船橋  やないづ  福岡 fuji02605 

柳津大橋 やないづおお 宮城 fuji24424 

柳堤橋   りゅうてい 茨城 fuji53957 

柳田橋   やなぎだ  秋田 fuji07821 

柳島橋   やなぎしま 東京 fuji21922 

柳島橋   やなじま  岐阜 fuji31329 

柳湯橋   やなぎゆ  兵庫 fuji18443 

柳明跨線橋  やなみょう 神奈 fuji44198 

 

ユ 
油皆洞橋  ゆがいと  岐阜 fuji34351 

唯幣橋   ただぬさ  静岡 fuji12616 

友喜橋   ゆうき   北海 fuji46666 
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友淵橋   ともぶち  大阪 fuji29084 

揖斐・長良大橋  いびながらおお  

         三重 fuji43224 

揖斐川橋  いびかわ  岐阜 fuji10895 

揖斐川橋  いびがわ  三重 fuji07251 

揖斐大橋  いびおお  岐阜 fuji24604 

揖保川橋  いぼがわ 兵庫 fuji06012 

有家川橋  うげがわ  岩手 fuji21971 

有家大橋  うげおお  岩手 fuji52522 

有楽橋   ゆうらく  東京 fuji13851 

有戸橋   ありと   青森 fuji03214 

有子橋   ありこ   兵庫 fuji27040 

有枝橋   ありえだ  愛媛 fuji16087 

有瀬橋   ありせ  群馬 fuji01170 

有盛橋   ありもり  香川 fuji43307 

有川橋   ありかわ  鹿児 fuji29795 

有定橋   ありさだ  福井 fuji07566 

有田川橋  ありだがわ 和歌 fuji18677 

有年橋   うね   兵庫 fuji11648 

有馬橋   ありま  長崎 fuji37830 

有明橋   ありあけ  鹿児 fuji41310 

有明橋   ありあけ  新潟 fuji46170 

柚木橋   ゆのき  熊本 fuji23562 

柚木橋   ゆのき  静岡 fuji21408 

柚木橋   ゆのき  大分 fuji12773 

柚木崎橋  ゆきさき  宮崎 fuji48450 

柚木寺原橋  ゆぎてらばる  

         大分 fuji19878 

柚野橋   ゆの   静岡 fuji06520 

湧別大橋 ゆうべつおお 北海 fuji36077 

涌谷大橋  わくやおお 宮城 fuji06677 

猶原高架橋  ならはら  東京 fuji51543 

由仁夕張川橋  ゆにゆうばりがわ 

         北海 fuji06603 

由比港橋  ゆいこう  静岡 fuji51529 

由比川橋  ゆいがわ 静岡 fuji25007 

由利橋   ゆり   秋田 fuji06101 

由良橋   ゆら   和歌 fuji18999 

由良川橋  ゆらがわ  京都 fuji15594 

遊楽部橋  ゆうらっぷ 北海 fuji05962 

遊行寺橋  ゆうぎょうじ 神奈 fuji40064 

遊仙橋   ゆうせん  香川 fuji12091 

遊部大橋  あそぶおお 富山 fuji50142 

邑上橋   ゆうじょう  岡山 fuji02452 

郵便橋   ゆうびん  和歌 fuji10107 

雄ノ浦橋   おのうら  和歌 fuji27306 

雄亀滝橋  おけだき  熊本 fuji01059 

雄信内橋  おのぶない 北海 fuji23496 

雄神橋   おがみ  富山 fuji04992 

雄川橋   おがわ  岡山 fuji02586 

雄川橋   おがわ  鹿児 fuji07945 

雄武橋   おおむ  北海 fuji48200 

雄物新橋  おものしん 秋田 fuji29049 

雄物川橋  おものがわ 秋田 fuji15333 

雄平橋   ゆうへい  秋田 fuji49511 

夕顔瀬橋  ゆがおぜ 岩手 fuji00323 

夕照橋   ゆうしょう  神奈 fuji33363 

夕凪橋   ゆうなぎ  東京 fuji36253 

夕葉橋   ゆうば  熊本 fuji45518 

 

ヨ 

余慶橋   よけい  大阪 fuji53112 

余笹橋   よささ   栃木 fuji19673 

余笹川橋  よささかわ 栃木 fuji05189 

余石眼橋  あまり   大分 fuji12386 

余多橋   あまた  鹿児 fuji15194 

余部陸橋  あまるべ  兵庫 fuji12520 

与の字橋  よのじ  岩手 fuji05823 

与運橋   ようん   岐阜 fuji17177 

与賀神社の橋 よがじんじゃ 佐賀 fuji00173 

与七橋   よしち   神奈 fuji50246 

与那田橋  よなだ  沖縄 fuji00640 

与板橋   よいた  新潟 fuji11395 

与北橋   よぎた  香川 fuji24175 

誉水橋   よみず  香川 fuji26141 

誉田川橋  ほんだがわ 香川 fuji20527 

誉鳩橋   ほんきゅう 兵庫 fuji33100 

揚橋    あげ   山形 fuji28572 

揚子橋   ようず   静岡 fuji37343 

揚川ダム橋  あげかわ 新潟 fuji43834 

洋光台駅前跨線橋  

  ようこうだいえきまえ 神奈 fuji53489 

用ケ瀬橋  もちがせ  鳥取 fuji04595 

用瀬橋   もちがせ  鳥取 fuji24113 

葉広橋   はびろ  滋賀 fuji41736 

葉山橋   はやま  岩手 fuji25544 

葉枝見橋  はえみ  滋賀 fuji18364 

葉鹿橋   はじか  栃木 fuji35192 

葉暮橋   はぐれ  埼玉 fuji33733 

要橋    かなめ  愛媛 fuji01813 

要橋    かなめ  神奈 fuji21704 

要橋    かなめ  千葉 fuji23960 

要橋    かなめ  東京 fuji08171 

要津橋   ようしん  東京 fuji21369 

踊瀬国道橋  おどりせこくどう 

         佐賀 fuji07648 

養源寺橋  ようげんじ 東京 fuji35915 

養蚕橋   ようさん  茨城 fuji04114 

養田橋   ようだ   兵庫 fuji21211 

養老橋   ようろう  千葉 fuji11207 

養老川橋  ようろうがわ 千葉 fuji47074 

淀屋橋   よどや  大阪 fuji02826 

淀屋橋   よどや  島根 fuji46449 

淀橋    よど   岡山 fuji26120 

淀橋    よど   島根 fuji08223 

淀橋    よど   東京 fuji11062 

淀向日町橋  よどむねこうまち  

         京都 fuji43987 

淀江大橋  よどえおお 鳥取 fuji22106 

淀川橋   よどがわ  大阪 fuji17788 

淀川小橋  よどがわこ 大阪 fuji18657 

淀川大橋 よどがわおお 大阪 fuji18508 

 

ラ 

羅臼橋   らうす   北海 fuji36189 

羅漢寺橋  らかんじ  大分 fuji15318 

羅漢町橋 らかんちょう  島根 fuji01644 

裸渡橋  はだかわたり 青森 fuji39329 

来日橋   くるひ   兵庫 fuji18816 

来満橋   らいまん  秋田 fuji41498 

落合橋   おちあい  愛媛 fuji24179 

落合橋   おちあい  岡山 fuji03641 

落合橋   おちあい  岩手 fuji33837 

落合橋   おちあい  熊本 fuji01704 

落合橋   おちあい  群馬 fuji46690 

落合橋   おちあい  埼玉 fuji11389 

落合橋   おちあい  新潟 fuji38283 

落合橋   おちあい  神奈 fuji08824 

落合橋   おちあい  長野 fuji03314 

落合橋   おちあい  徳島 fuji13806 

落合橋   おちあい  富山 fuji23604 

落合橋   おちあい  福井 fuji47208 

落合橋   おちだに  大分 fuji40165 

落合川橋 おちあいがわ 滋賀 fuji44115 

落出大橋  おちで  愛媛 fuji15643 

落谷橋   おちだに  大分 fuji33560 

落田橋   おちだ  新潟 fuji37329 

乱川橋   みだれかわ 山形 fuji08979 

嵐山橋   らんざん  神奈 fuji30720 

藍川橋   あいかわ  岐阜 fuji20753 

蘭法華橋  らんぽっけ 北海 fuji23652 

 

リ 

利賀大橋  とがおお  富山 fuji28314 

利根運河橋  とねうんが 千葉 fuji11974 

利根橋   とね   群馬 fuji04671 

利根川橋  とねかわ  埼玉 fuji17206 

利根川橋  とねがわ  茨城 fuji43567 

利根川橋  とねがわ  群馬 fuji05654 

利根川橋  とねがわ  北海 fuji17770 

利人橋   りじん   山口 fuji05761 

利当橋   としとう  岡山 fuji44595 

利別橋   としべつ  北海 fuji36948 

利別川橋 としべつがわ 北海 fuji09867 

里熊橋   さとくま  島根 fuji11449 

里熊大橋  さとくまおお 島根 fuji05799 

里見橋   さとみ   千葉 fuji37695 

里川橋   さとがわ  茨城 fuji36350 

里之橋   さとの   神奈 fuji39926 

陸橋    りく   三重 fuji07897 

陸橋    りく   富山 fuji21396 

陸橋第三橋  りっきょう  大分 fuji27140 

陸軍橋   りくぐん  福岡 fuji30385 

陸田跨線橋  くがた   愛知 fuji16623 

立ケ花橋  たてがはな 長野 fuji04270 

立花橋   たちばな  愛媛 fuji05993 

立花橋   たちばな  岐阜 fuji15287 

立花橋   たちばな  静岡 fuji29246 

立岩橋   たていわ  山形 fuji46704 

立岩橋   たていわ  栃木 fuji40805 

立岩川橋 たていわがわ 愛媛 fuji36343 

立山橋   たてやま  富山 fuji34491 

立場川橋  たてばがわ 長野 fuji09874 

立神橋   たてがみ  鹿児 fuji13259 

立石橋   たていし  滋賀 fuji35555 

立切川橋 たてきりがわ 愛知 fuji06308 

立谷川橋  たちやかわ 山形 fuji08977 

立谷沢川橋  たちやざわがわ 

         山形 fuji13341 

立売橋   いたち  大阪 fuji00233 

立門橋   たてかど  熊本 fuji01522 

立野橋   たての  熊本 fuji01354 

立野粗橋  たちの  兵庫 fuji02940 

立野大橋  たちのおお 兵庫 fuji21636 

流山橋   ながれやま 千葉 fuji26515 

流留跨線橋  ながる  宮城 fuji29751 

 

リ 

溜池橋   ためいけ  東京 fuji05848 

溜淵橋   ためぶち  東京 fuji41672 

留橋    とめ   茨城 fuji06906 

留産橋   るさん   北海 fuji23456 

留萌橋   るもい  北海 fuji28328 

留萌川橋  るもいがわ 北海 fuji15679 

隆慶橋   りゅうけい 東京 fuji01847 

隆平橋   りゅうへい 大阪 fuji21193 

竜の城橋  たつのしろ 福岡 fuji22727 

竜王橋   りゅうおう 広島 fuji48419 

竜王橋   りゅうおう 香川 fuji46991 

竜王橋   りゅうおう 栃木 fuji52456 

竜閑橋   りゅうかん 東京 fuji00478 

竜宮橋   りゅうぐう  神奈 fuji38414 

竜光橋   りゅうこう  新潟 fuji49093 

竜山大橋 たつやまおお 静岡 fuji35168 

竜上橋   りゅうじょう 長野 fuji10405 

竜神橋   りゅうじん 熊本 fuji38052 

竜水橋   りゅうすい 北海 fuji14325 

竜田橋   たつた  長野 fuji10866 

竜頭橋   りょうず  徳島 fuji27495 

竜淵橋   りゅうえん 沖縄 fuji00084 

竜望橋   りゅうぼう 大阪 fuji23785 

竜門橋   りゅうもん 熊本 fuji05644 

竜門橋   りゅうもん 静岡 fuji23326 

竜門橋   りゅうもん 和歌 fuji35226 

竜野橋  たつのくすつ 兵庫 fuji25851 
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龍の口橋  たつのくち 埼玉 fuji30947 

龍王橋   りゅうおう 山形 fuji28350 

龍王橋   りゅうおう 大分 fuji36362 

龍化橋   りゅうが  兵庫 fuji26422 

龍臥橋   りゅうが  神奈 fuji24535 

龍原橋   たつはら  大分 fuji24562 

龍山大橋 たつやまおお 静岡 fuji18402 

龍城橋   たつき  愛知 fuji15181 

龍神橋   りゅうじん 大阪 fuji01191 

龍川橋   たつかわ  愛媛 fuji12087 

龍東橋   りゅうとう  長野 fuji20883 

龍頭の橋  りゅうず  栃木 fuji50081 

龍頭橋   りゅうず  大分 fuji12557 

旅所橋   たびしょ  東京 fuji00345 

旅足橋   たびそこ  岐阜 fuji11818 

了仁寺参道橋 りょうにんじさんどう  

         大分 fuji30908 

両羽橋   りょぅう  山形 fuji07138 

両宮橋   りょうぐう  滋賀 fuji38466 

両境橋   りょうきょう 長野 fuji53789 

両郷橋   りょうごう  三重 fuji18803 

両郡橋   りょうぐん 三重 fuji05886 

両郡橋   りょうぐん 神奈 fuji39229 

両郡橋   りょうぐん 長野 fuji02636 

両郡橋   りようぐん 新潟 fuji25610 

両合川橋 りょうあいがわ 大分 fuji17747 

両国橋   りょうごく  岡山 fuji25136 

両国橋   りょうごく  広島 fuji16022 

両国橋   りょうごく  山梨 fuji14395 

両国橋   りょうごく  神奈 fuji21386 

両国橋   りょうごく  大阪 fuji32108 

両国橋   りょうごく  東京 fuji00352 

両国橋   りょうごく  徳島 fuji47406 

両国大橋  りょうごくおお 東京 fuji52426

両枝橋   りょうえだ 愛知 fuji49550

両神橋   りょうじん 北海 fuji06433 

両石橋   りょういし  岩手 fuji51606 

両村橋   りょうそん 大分 fuji29548 

両筑橋   りょうちく  福岡 fuji17225 

両田川橋  りょうたかわ 山形 fuji16438 

両島橋   りょうじま  大阪 fuji01577 

梁瀬橋   やなせ  神奈 fuji31326 

梁川橋   やながわ  山梨 fuji24590 

梁川橋   やながわ  福岡 fuji19757 

梁津橋   なやつ  茨城 fuji45607 

良城橋   りょうじょう 山口 fuji26322 

良々子沢橋  ららこさわ 福岡 fuji34272 

力万橋   りきまん  兵庫 fuji25828 

緑が丘高架橋 みどりがおか 

         東京 fuji21536 

緑雲橋   りょくうん  北海 fuji45077 

緑橋    みどり  愛媛 fuji09447 

緑橋    みどり  鹿児 fuji25234 

緑橋    みどり  東京 fuji00480 

緑橋    みどり  北海 fuji24420 

緑川橋   みどりかわ 熊本 fuji07263 

緑泉橋   りょくせん 北海 fuji40935 

林橋    はやし  奈良 fuji31174 

臨御橋   りんぎょ  神奈 fuji51799 

臨港橋   りんこう  三重 fuji44716 

輪厚橋   わっつ  北海 fuji53233 

 

ル レ 

瑠璃橋   るり   広島 fuji14260 

瑠璃光橋  るりこう  香川 fuji15505 

冷水橋   ひやみず 北海 fuji45563 

冷水川橋 ひやみずかわ 北海 fuji23670 

礼文塚川橋  れぶんずかがわ  

         北海 fuji12099 

鈴関橋   すずせき  福岡 fuji28157 

鈴橋    すず   滋賀 fuji07921 

鈴橋    すず   大阪 fuji32532 

鈴鹿川橋  すずかがわ 三重 fuji06621 

鈴川橋   すずかわ 神奈 fuji18982 

鈴倉沢水路橋 すずくらさわ 栃木 fuji16073 

霊屋橋   おたまや  宮城 fuji26445 

霊岸橋   れいがん  東京 fuji00949 

霊山橋   りょうぜん 東京 fuji22608 

霊台橋   れいだい  熊本 fuji01065 

列系図橋  れっけいず 滋賀 fuji15941 

恋瀬橋   こいせ  茨城 fuji23130 

恋之岐橋  こいのまた 新潟 fuji47673 

恋野橋   こいの  和歌 fuji33678 

漣橋    さざなみ  東京 fuji22615 

簾舞橋   みすまい  北海 fuji40186 

練兵橋   れんぺい  東京 fuji18535 

蓮河橋   はすかわ 熊本 fuji08930 

蓮台野橋  れんだいの 岩手 fuji20295 

連歌橋   れんが  神奈 fuji08827 

連線橋   れんせん 大阪 fuji17718 

連台橋   れんだい  神奈 fuji36394 

連帆橋   れんぽ  山口 fuji24163 

 

ロ 

櫓橋    やぐら  神奈 fuji29068 

櫓橋    やぐら  長野 fuji14899 

露橋    あらわす  大分 fuji43959 

浪華橋   なみはな  大阪 fuji28198 

浪吉橋   なみよし  大阪 fuji16744 

浪速江橋  なにわえ  大阪 fuji10942 

狼川橋  おおかみがわ 滋賀 fuji26075 

老ケ辻避溢橋 おいかつじ 京都 fuji02396 

老松橋   おいまつ  岡山 fuji09288 

老松橋   おいまつ  東京 fuji18766 

老谷橋   おいたに  岐阜 fuji48107 

老谷橋   おいや  愛媛 fuji44710 

老部橋   おいっぺ  青森 fuji27732 

六ツ浦二号橋  むつうら 神奈 fuji50397 

六ツ見橋   むつみ  岐阜 fuji16510 

六角橋   ろっかく  佐賀 fuji07610 

六角橋   ろっかく  兵庫 fuji21456 

六角川橋 ろっかくがわ 佐賀 fuji21895 

六郷橋   ろくごう  神奈 fuji04363 

六郷橋   ろくごう  東京 fuji17691 

六郷川橋  ろくごうがわ 東京 fuji02637 

六軒口橋 ろっけんぐち 新潟 fuji53644 

六合橋   ろくごう  静岡 fuji22714 

六十谷橋  むそた  和歌 fuji43232 

六十枚橋 ろくじゅうまい 福岡 fuji29389 

六条橋   ろくじょう  徳島 fuji19717 

六人部橋  むとべ  京都 fuji11332 

六人部大橋  むとべおお 京都 fuji46754 

六段橋   ろくだん  長野 fuji43212 

六地蔵橋  ろくじぞう  鹿児 fuji27150 

六斗橋   ろくと   長野 fuji36265 

六之橋   ろくの   新潟 fuji49087 

六把野井水拱橋 ろっぱのいすい 

         三重 fuji14116 

六馬橋   むつま  大分 fuji24567 

六番橋   ろくばん  滋賀 fuji50866 

六万橋   ろくまん  石川 fuji43203 

 

ワ 

倭橋    やまと  栃木 fuji22254 

倭文橋   しどり   鳥取 fuji23250 

和賀仙人橋  わがせんにん  

         岩手 fuji23519 

和賀川橋  わがかわ 岩手 fuji06024 

和賀大橋  わがおお  岩手 fuji52770 

和賀中央橋  わがちゅうおう  

         岩手 fuji38067 

和気橋   わけ   岡山 fuji14372 

和気覇橋  わきべわけ 岡山 fuji06990 

和合堰水路橋 わごうせき 山形 fuji29173 

和合橋   おいで  宮城 fuji33645 

和合橋   わごう   岐阜 fuji40106 

和佐谷橋  わさだに  石川 fuji34343 

和泉橋   いずみ  東京 fuji06606 

和泉原跨線橋 いずみはら 神奈 fuji44192 

和泉上跨線橋 いずみかみ 神奈 fuji44190 

和倉橋   わくら   東京 fuji21090 

和田橋   わだ   群馬 fuji48742 

和田橋   わだ   新潟 fuji24325 

和田橋   わだ   神奈 fuji43595 

和田橋   わだ   東京 fuji46588 

和田橋   わだ   兵庫 fuji29281 

和田旋回橋  わだ   兵庫 fuji06233 

和田倉橋  わだくら  東京 fuji02095 

和田津橋  わだつ  徳島 fuji29982 

和田堀橋  わだぼり  東京 fuji45930 

和奈見橋  わなみ  鳥取 fuji24830 

和南ケ崎橋  わながさき 島根 fuji26116 

和南橋   わなみ  滋賀 fuji36421 

和南津橋  わなづ  新潟 fuji04777 

和平橋   わだいら  奈良 fuji30371 

和留沢橋  わるさわ  新潟 fuji35667 

和良遍橋  わらべ  岐阜 fuji04499 

脇谷橋   わきたに  三重 fuji10650 

鷲の巣橋  わしのす  岩手 fuji41936 

鷲見橋   わしみ  新潟 fuji49097 

鷲原橋   わしはら  岐阜 fuji46716 

鷲山橋   わしやま  神奈 fuji41375 

鷲毛橋   わしげ  三重 fuji49530 

鷲林寺橋  じゅうりんじ 兵庫 fuji28691 

鰐石橋   わにいし  山口 fuji04682 

鰐川橋   わにかわ 長崎 fuji38049 

藁科橋   わらしな  静岡 fuji05269 

 

ＪＩＳ第二水準 
俎橋    まないた  東京 fuji01940 

偃月橋   えんげつ  京都 fuji00168 

偃月橋   えんげつ  香川 fuji28296 

兩橋    りょう   京都 fuji11330 

刎橋    はね   高知 fuji27114 

嘴崎橋   はしざき  兵庫 fuji39091 

埃宮橋   えのみや  広島 fuji29315 

墹の上橋  ままのうえ 静岡 fuji44754 

壺井橋   つぼい  熊本 fuji06662 

專立寺橋  せんりつじ 香川 fuji29438 

屏風ケ浦跨線人道橋  

    びょうぶがうら 神奈 fuji49991 

岑重橋   みねしげ  山口 fuji05326 

嶽鼻橋   たけはな  秋田 fuji31505 

帷子橋   かたびら  神奈 fuji01458 

帷子川橋 かたびらがわ 神奈 fuji05116 

惠蘇宿橋  えそのしゅく 福岡 fuji15190 

拱橋    こまねき  長崎 fuji09502 

搦手橋   からめて  茨城 fuji33486 

朧気橋   おぼろけ  山形 fuji03272 

朧気川橋 おぼろけかわ 山形 fuji08982 

杣川橋   そまかわ  滋賀 fuji25047 

杣川橋   そまがわ  愛媛 fuji17722 

枡形橋   ますかた  岐阜 fuji31198 

枡形橋   ますがた  京都 fuji22085 

枡川橋   ひじきがわ 三重 fuji25033 

枡谷橋   ますたに  京都 fuji33604 

柞沢橋   たらさわ  長野 fuji23498 

柞田川橋  くにたかわ 香川 fuji07212 

檜ノ尾川橋  ひのおがわ 大阪 fuji02422 

檜原橋   ひばら  秋田 fuji46915 

檜山橋   ひやま  島根 fuji32412 

檜山川橋  ひやまがわ 秋田 fuji43274 

檜川橋   ひのきがわ 京都 fuji04660 

檜村橋   ひむら  東京 fuji28988 

檜尾川橋  ひおがわ  大阪 fuji43295 
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檮原橋   ゆすはら  高知 fuji08923 

梵天橋   ぼんてん  埼玉 fuji23523 

梍橋    さいかち  栃木 fuji30029 

楮橋    こうず   富山 fuji11142 

椹野川橋  ふしのがわ 山口 fuji08703 

樒橋     しきみ 福岡 fuji22242 

檍橋    あく   鹿児 fuji09509 

欅橋    けやき  東京 fuji01428 

欅坂橋   けやきさか 福岡 fuji13750 

泓第一橋  ふけ   京都 fuji43699 

泙川橋   ひらかわ  群馬 fuji39007 

涸沼橋   ひぬま  茨城 fuji02443 

淺川橋   あさかわ  茨城 fuji39342 

淙徳橋   そうとく  静岡 fuji31796 

溪雲橋   けいうん  東京 fuji28609 

溷橋    せせらぎ  福岡 fuji35279 

澳田橋   いくた   福岡 fuji13210 

燧橋    ひうち   福井 fuji29230 

狹橋    せば   新潟 fuji38290 

瑪璢橋   めのう  北海 fuji40932 

甕石橋   かめいわ 兵庫 fuji08754 

眞栄橋   しんえい  北海 fuji44996 

眞玉橋   まだん  沖縄 fuji00090 

眞人橋   まとう   秋田 fuji49947 

磴道橋   とうどう  沖縄 fuji00076 

祓川橋   はらいかわ 三重 fuji08864 

祓川橋   はらいかわ 鹿児 fuji20465 

祓川橋   はらいかわ 徳島 fuji13182 

祓川橋   はらいかわ 福岡 fuji07724 

祓川橋   はらいがわ 香川 fuji27776 

祓川橋   はりかわ  福岡 fuji00842 

祓禊橋   みそぎ  兵庫 fuji14115 

禊橋    みそぎ  熊本 fuji15662 

禊橋    みそぎ  東京 fuji29018 

穹崇橋   きゅうすう 山口 fuji14414 

竈門橋   かまど  熊本 fuji15661 

笊篭橋   ざる   山形 fuji47445 

笄橋    こうがい  長野 fuji05534 

筬橋    おさ   新潟 fuji37333 

筬島橋   おさじま  北海 fuji49909 

箒川橋   ほうきがわ 栃木 fuji22878 

籠久保架道橋 かごくぼ  神奈 fuji18622 

籠場橋   かごば  神奈 fuji18075 

籠立橋   かごたて  鳥取 fuji25107 

簗橋    やな   鹿児 fuji26186 

簗橋    やな   徳島 fuji38764 

簗橋    やな   徳島 fuji43303 

簗瀬橋   やなせ  滋賀 fuji51822 

簗川橋   やながわ  長崎 fuji07425 

糀谷橋   こうじや  東京 fuji39485 

經田橋   きょうでん 富山 fuji23475 

翆波橋   すいば  愛媛 fuji39670 

脛永橋   はぎなが  岐阜 fuji09397 

芫迫橋   おろさこ  鹿児 fuji13768 

菫橋    すみれ  大阪 fuji42168 

葭屋橋   よしや  大阪 fuji00988 

葭沢橋   よしさわ  福岡 fuji48344 

葭谷橋   よしや  神奈 fuji19257 

萬屋橋   よろず  長崎 fuji00420 

萬屋橋   よろず  長崎 fuji00956 

萬才橋   ばんざい  新潟 fuji49520 

萬世橋   よろずよ  静岡 fuji07584 

蓼原橋   たではら  熊本 fuji13247 

蓼川橋   たてかわ  神奈 fuji46156 

藪川橋   やぶかわ 岐阜 fuji25846 

藪川橋   やぶかわ 宮城 fuji20297 

藪片原橋 やぶかたはら 鳥取 fuji00207 

藺田川橋  いだがわ  岡山 fuji25123 

蠣浜橋   かきはま  東京 fuji01949 

蜆橋    しじみ   大阪 fuji35056 

蝮ケ瀬橋  まむしがせ 三重 fuji37346 

蝙蝠橋   こうもり  石川 fuji01539 

蟋蟀橋   こおろぎ  石川 fuji26549 

褌橋    ふんどし  岐阜 fuji07636 

諫早眼鐘橋  めがね  長崎 fuji01196 

銕橋    くろがね  長崎 fuji01646 

銷魂橋   たまげ  茨城 fuji00468 

鑁阿寺反橋  ばんなじそり  

         栃木 fuji01445 

鈩口橋   たたらぐち 鹿児 fuji15027 

閘門橋   こうもん  神奈 fuji51425 

閘門橋   こうもん  東京 fuji11510 

隱元橋   いんげん  京都 fuji31807 

雉子橋   きじ   東京 fuji00243 

靱橋    うつぼ  長野 fuji26965 

駛馬橋   はやめ  福岡 fuji26761 

鮨洗大橋 すしあらいおお 山形 fuji02531 

鯏川橋   うぐいがわ 滋賀 fuji41410 

鯎川橋   うぐいかわ 北海 fuji10681 

鯰田大橋 なまずだおお 福岡 fuji38080 

鰌窪橋   どじょうくぼ 長野 fuji34920 

鵙目橋   もずめ  宮城 fuji37386 

鵲橋    かささぎ  栃木 fuji08629 

鶉橋    うずら   長野 fuji49110 

鵺塚橋   ぬえつか  兵庫 fuji14696 

鶺鴒橋   せきれい  岐阜 fuji25848 

麒麟橋   きりん   新潟 fuji07981 

黐の木橋  もちのき  大分 fuji48843 

龕流橋   がんな  三重 fuji10702 

堯音橋   ぎょうおん 愛媛 fuji01062 

槇原橋   まきばら  鳥取 fuji40621 

槇木沢橋  まきさわ  岩手 fuji46579 

皂莢の木橋  さいかち  宮城 fuji47628 

 

――――――――――――――――― 

 

 

 

 


