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この文書は２４ペ‐ジあります 

 

資料記述順の凡例               藤井資料 ID番号,   西暦年月日,   橋名,（読み）,   所在地市区町村名, 

｛橋長Ｌ(m),  幅員ｂ(m),  形式  スパン長ｌ（ｍ）、  径間数（ｎ）,など｝、  特記事項,  路線名,  架橋対象,  出典資料番号 

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

fuji00082, 1488‐, 吾妻川船橋,, 子持村（北牧村）,,,,,,吾妻川, 

fuji00103, 1580‐, 後閑橋（後・月夜野橋）,, みなかみ町（月夜野町）,,,,,,, 

fuji00149, 1600‐, 追貝刎橋（千歳橋）,, 渋川市（赤城村・横野村－追貝村）,,,刎橋,１６７６年、１６７８年、１６９３年、１７０８年、１７１８年、 

    １７２９年、１７５０年、１７６０年、１７６４年、１７６９年、１７７１年、１７７４年、１７８４年、１７９２年、 

    １８０２年、１８１２年、１８２０年各架け替え,,, 

fuji00163, 1602‐9, 筏場橋,,  高崎市,L=45,ｂ=2.7,板橋,１８７１年架け替え,,烏川, 

fuji00203, 1617‐, 日本橋,,  安中市,L=69,ｂ=7.9,,,,, 

fuji00226, 1626‐, 長須橋,（ちょうす）, 東吾妻町（吾妻町・郷原）,L=27,,木造刎橋,,,吾妻川, 

fuji00333, 1659‐, 安中橋,,  安中市,,道路 ,,,,, 

fuji00334, 1659‐, 板鼻橋,,  安中市,,道路 ,,,,碓氷川 , 

fuji00381, 1668‐, 戸鹿野橋,（と が の）, 沼田市,L=33,ｂ=3.6,刎橋,１６７８年、１７０３年、１７１４年、１７２４年、１７３４年、１７４６年、 

    １７５４年、１７６６年、１７７８年、１７８７年、１８００年、１８１３年、１８３０年、１８４６年、各架け 

    替え,,利根川,＊５５５ 

fuji00431, 1681‐, 山田川橋,,  中之条町,L=16,ｂ=2.7,木造刎橋,１６９９年架け替え,,四万川, 

fuji00454, 1688‐, 下沢渡橋,,  中之条町,,,,１７０６年、１７１４年、１７２８年、１７４０年、１７４３年、１７５３年、１７５８年 

    各架け替え,,, 

fuji00475, 1691‐, 万年橋,,  中之条町,,,,１７０１年、１７１２、１７２１、１７３４、１７４４、１７５３、１７６３、１７７６、１７８４、 

    １７９４、１８０４、１８１３、１８３０、１８４３、１８５５、１８６７各年架け替え、,,, 

fuji00489, 1693‐, 田辺橋,（たなべ）, 東吾妻町（吾妻町・原町）,L=24,ｂ=1.8,木造吊橋,明治初期はＬ＝６５、ｂ＝１．８、吊橋,,吾妻川, 

fuji00543, 1699‐, 杢ケ橋（別名・目の橋）,（ もくが （もくの））, 渋川市,,,刎橋,架け替え、１６９７、１７０２、１７０４、１７０６、１７０８、 

    １７１１、１７１２、１７１９、１７２１、１７２２、１７２３流失架け替え、１７２７年腐朽架け替え、 

    １７２８、１７３１、１７３４、１７３６、１７４１、１７４２年各流失、架け替え,,吾妻川, 

fuji00544, 1699‐, 中橋,,  館林市,L=22,ｂ=3.6,,創架,,谷田川, 

fuji00546, 1699‐, 谷田川橋,,  明和村,L=22,ｂ=3.6,土橋,,,谷田川 , 

fuji00581, 1705‐, 神橋,（しん）,  富岡市（妙義町）妙義神社境内,L=4.2,ｂ=2.8,石橋,,,,＊４２１ 

fuji00587, 1706‐, 小雨橋,,  長野原町,,,刎橋,１７５９年架け替え,,, 

fuji00608, 1712‐, 長須橋,（ちょうす）, 東吾妻町（吾妻町・郷原）,L=29,ｂ=Ｂ＝５．４ ,木造刎橋,架け替え,,吾妻川, 

fuji00630, 1716～1736の間, 青柳橋,（あおやぎ）,  館林市,L=22,ｂ=4.5,土橋,,,谷田川, 

fuji00703, 1728‐, 山田川橋,,  中之条町,L=22,ｂ=２，７,刎橋,,,四万川, 

fuji00748, 1740‐, 山田川橋,,  中之条町,L=22,ｂ=3.6,刎橋,１７４３年、１７４８年、１７５３年、１７６６年、１７６９年各架け替え,, 

    四万川, 

fuji00771, 1748‐, 杢ケ橋,（もくが）, 渋川市,,,刎橋,１７５７年架け替え、１７７０年流失,,吾妻川, 

fuji00789, 1754‐, 谷川橋,,  みなかみ町（水上町）,L=16,ｂ=2.4,木造刎橋,１７６５年、１７７６年、１７８８年、１７９８年 

    １８０６年各架け替え,,谷川, 

fuji00810, 1762‐, 小雨橋,,  中之条町（六合村）,L=138,ｂ=2.4,土橋,１７６５年７月流失,,須川 , 

fuji00812, 1763‐, 銚子橋,,  みなかみ町（水上町）,L=25,ｂ=3.6,刎橋、添橋、Ｌ＝９,１６８１年当時はＬ＝２７ｂ＝３．６、 

    １７３１年当時は、Ｌ＝２２、１７７４年、１７８１年、１８０８年、１８４２年、１８５２年、１８６２年 

    各架け替え,,利根川, 

fuji00837, 1771‐（1772？）, 高戸谷刎橋,, 渋川市（赤城村・横野村－追貝村）,L=37,ｂ=3.6,,,,, 

fuji00844, 1774‐, 山田川橋,,  中之条町,L=29,ｂ=3.6,刎橋,１７７６年、１７８３年（Ｌ＝３０）、１７８６年、１７９７年、１８０３年、 

    １８０９年各架け替え,,四万川 , 

fuji00862, 1780‐, 江中湖橋,（えなかこ）, 館林市,L=14.5,ｂ=3.6,土橋,,,江川, 

fuji00878, 1784‐, 琴橋,,  長野原町,L=22,ｂ=3,刎橋,１７８３年流失１７９３年再架,,吾妻川, 

fuji00923, 1796‐, 渡月橋,（とげつ）, 太田市（尾島町）長楽寺境内,L=6.6,ｂ=2.5,石橋,,,,＊４２１ 

fuji00965, 1802‐, 寒念仏橋,,  安中市,,,,,,, 

fuji00975, 1803‐, 千貫橋,,  館林市館林城内,L=27,ｂ=3.6,板橋,１８７４年焼失,,, 

fuji00992, 1805‐, 下沢渡橋,,  中之条町,,,,１８１２年、１８１８年、１８３１年、１８５３年、１８６３年、１８６９年各架け替え,,, 

fuji01002, 1807‐6, 須川橋,,  長野原町,L=22,ｂ=3,木造刎橋,１７４２年、１７５８年、１７７５年、１７８３年、１７９０年、 

    １８０７年各架け替え,,白砂川（須川）, 

fuji01029, 1813‐, 琴橋,,  長野原町,,道路 ,,,,吾妻川 , 

fuji01067, 1820‐, 山田川橋,,  中之条町,,,（Ｌ＝３０、ｂ＝３．６、刎橋）＋、（Ｌ＝１５、ｂ＝１．８、土橋）,１８３２年、１８４４年 

    各架け替え,,四万川, 

fuji01082, 1822 頃, 碓氷川橋,,  安中市,,,,,,碓氷川, 

fuji01087, 1823‐, 小袖橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,,,,赤谷川,＊５６５ 

fuji01098, 1825‐9, 須川橋,,  長野原町,L=22,ｂ=1,刎橋,,,白砂川（須川）, 

fuji01116, 1827‐, 追貝刎橋（千歳橋）,, 渋川市（赤城村･横野村－追貝村）,,,,架け替え,,, 

fuji01132, 1830‐, 長須橋,（ちょうす）, 東吾妻町（吾妻町・郷原）,L=30,,木造刎橋,,,吾妻川, 

fuji01166, 1833‐ 3‐7 , 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,道路 ,板橋,１８３３年８月１日流失,,利根川 , 

fuji01169, 1834‐12‐30 , 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,道路 ,刎橋、永井長次郎による,３月１３日架設．４月８日積雪 

    で落橋．１２月３０日再架設．１８５５年６月１９日流失、渡船となる,,利根川, 

fuji01170, 1834‐, 有瀬橋,（ありせ）, 渋川市（子持村）,,道路,木造刎橋、永井長次郎による,,,利根川, 

fuji01186, 1837‐, 追貝刎橋（千歳橋）架替え,, 渋川市（赤城村）,L=35,ｂ=3.6,,１８４２年、１８５３年、１８５６年、１８６９年、 

    １８８１年各架け替え,,, 

fuji01190, 1838‐, 歩行橋,（かち ）, 東吾妻町（吾妻町）,,,,,,吾妻川 , 

fuji01212, 1841‐, 榎橋,,  前橋市,,ｂ=2.5,土橋,これ迄は板橋、１８７７年頃はＬ＝５,,, 

fuji01393, 1852‐, 西橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,刎橋,,,利根川, 

fuji01464, 1857‐, 山田川橋,,  中之条町,,,（Ｌ＝３０、ｂ＝３．６、刎橋）＋（Ｌ＝１８、ｂ＝１．８、土橋）,１８６９年架け替え,,四万川, 
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fuji01471, 1857‐, 石津橋,,  高崎市（倉渕村）,,道路 ,木橋,１８９０年８月流失、再架、９月再流失,,烏川, 

fuji01483, 1858‐5‐20 , 万代橋（後・大渡橋）,（まんだい）, 前橋市,L=138,ｂ=5.4,木造刎橋、永井長治郎による,これ迄は大渡（おおわたり） 

    の渡し、１８６３年流失、渡船になる,, 利根川,＊５５１＊７１６ 

fuji01486, 1858‐, 沼須橋,,  沼田市,,,,架橋、流失,,片品川, 

fuji01523, 1860‐, 万延橋,（まんえん）, 昭和村（糸之瀬村）,L=42,ｂ=3.6,木造刎橋,これ迄は土橋,,片品川, 

fuji01527, 1860‐, 須沼橋,,  昭和村（久呂保村）,,,,創架,,, 

fuji01540, 1861‐2‐19, 沼須橋,,  沼田市,,道路 ,,,,片品川, 

fuji01570, 1863‐, 新田堀用水堀橋,, 多野郡,,道路 ,,,,, 

fuji01585, 1864‐, 万代橋,（まんだい）, 前橋市総社町,,道路 ,木造刎橋,１８６８年７月１９日流失、船橋となる、１８６９年大渡橋となる,, 

    利根川, 

fuji01586, 1864‐, 須川橋,,  長野原町,L=22,ｂ=3,木造刎橋,,,白砂川（須川）, 

fuji01606, 1865‐9‐15, 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,道路 ,,再架、後流失渡船となる,,利根川, 

fuji01618, 1866‐, 大川橋,,  長野原町（？）,,道路 ,土橋,,,,＊５５５ 

fuji01668, 1869‐7, 須川橋,,  長野原町,,道路 ,木造刎橋,架け替え、１８８４年架け替え刎橋,,白砂川（須川）, 

fuji01669, 1869‐7, 大渡橋（万代橋）,（おおわたり）, 前橋市総社町,L=67,ｂ=2.1,（永井長治郎による？）,これ迄は船橋,,利根川, 

fuji01706, 1870‐4, 戸鹿野橋,（とがの）, 沼田市,L=33,ｂ=3.6,木造刎橋,,,利根川,＊５６５ 

fuji01715, 1870‐7‐24, 碓氷川橋（久芳橋）流失,（（ひさよし））,  安中市,L=55,ｂ=2.4,,,,碓氷川, 

fuji01749, 1870‐9‐2, 鷹巣橋,,  安中市,,,船橋,,,碓氷川, 

fuji01752, 1870‐, 実正の渡しに船橋,（さねまさ）, 前橋市南町,,,船橋,現．南部大橋,,利根川, 

fuji01766, 1871‐3‐1 , 白井橋（大宮橋）,, 渋川市（赤城村・横野村）,L=95,ｂ=3.6,木造刎橋、永井長治郎による,これ迄も刎橋,,利根川, 

fuji01767, 1871‐7, 銚子橋,,  みなかみ町（水上町）,L=25,ｂ=3.6,木造刎橋,,,利根川 , 

fuji01785, 1871‐, 琴橋,,  長野原町,L=29,ｂ=2.7,木造方杖橋,,,吾妻川 , 

fuji01805, 1871ー, 沼須橋流失,, 沼田市,,,船橋,１８２２年当時ｊは吊橋、無補剛、木柱塔、１９３８年流失廃橋,,片品川, 

fuji01814, 1872‐（1870‐4？）, 月夜野橋,（つきよの）,  みなかみ町（月夜野町）,L=78,ｂ=3.6,刎橋,１８７３年架け替え,,利根川, 

fuji01823, 1872‐, 新田堀用水堀橋,, 多野郡,,道路 ,,,,, 

fuji01843, 1872‐4, 北牧橋,,  西群馬郡,L=85,ｂ=3.6,木橋,,,吾妻川, 

fuji01893, 1872‐9, 真政船橋,,  前橋市,,,,,,利根川, 

fuji01914, 1873‐, 利根川橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,桁橋,,,利根川, 

fuji01935, 1873‐12, 五町田橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=76,ｂ=3.6,木橋,１８８０年現在は、Ｌ＝７６、ｂ＝３、６木橋、,,吾妻川, 

fuji02192, 1874‐, 曲輪橋（新橋・御幸新橋）,（くるわ（みゆきしん））, 前橋市,,ｂ=3.6,船橋,１８７８年当時は船橋＋中島＋木橋、 

    １８７９年頃木橋（刎橋？）Ｌ＝５５、間もなく流失、船橋に、その後も流失を繰り返す,,利根川, 

fuji02213, 1875‐, 西橋,,  みなかみ町（水上町）,L=27,ｂ=2.7,刎橋,１８８７年修理、後無補剛吊橋,,利根川 , 

fuji02232, 1875‐, 夜桜橋,,  みなかみ町（水上町）,L=27,ｂ=2.1,,１８８７年修理、１８９３年架け替え,,利根川, 

fuji02307, 1875‐10, 岩本橋,,  沼田市,L=64,ｂ=3.6,木橋,,,利根川, 

fuji02444, 1876‐, 岩倉橋,（いわくら）, 高崎市（新町）,,道路 ,,,,烏川,＊４２１ 

fuji02533, 1876‐, 牧口橋,,  下仁田町,L=49,ｂ=4.2,木橋,,,鏑川（西牧川）, 

fuji02633, 1877‐, 出立橋,,  六合（くに）村,L=18,ｂ=2.7,木造刎橋,,,須川 , 

fuji02867, 1877‐, 大正橋,（たいしょう）, 渋川市,,,船橋、中沢家の私財による,,,利根川,＊５５５ 

fuji02868, 1877‐, 坂東橋,（ばんどう）, 渋川市,,ｂ=2.7,船橋,船１２隻,,利根川, 

fuji02869, 1877‐, 落合橋,,  渋川市（子持村）,L=73,,船橋,,,吾妻川, 

fuji02870, 1877 頃, 桐淵橋,（きりぶち）, 富岡市,,,船橋,船７隻、１８９０年流失,,鏑川, 

fuji02888, 1878‐10‐22（1880 年？） , 二恵（重）二見橋,, 昭和村（糸之郷村）,東側Ｌ＝４４中島西側Ｌ＝４０,ｂ=4.11,木造刎橋,,, 

    片品川 ,＊５５５ 

fuji02921, 1878‐, 谷川橋,,  みなかみ町（水上町）,L=22,ｂ=3.6,,１８９５年架け替え、１８９８年架け替え,,谷川, 

fuji02997, 1878‐, 横川橋,,  ,,道路 ,木橋,,,, 

fuji02998, 1878‐, 柳瀬橋,（やなせ）, 藤岡市,,道路 ,木橋,,,烏川, 

fuji02999, 1878‐6, 久芳橋,（ひさよし）, 安中市,L=46.8,ｂ=5.4,木橋,,,碓氷川, 

fuji03000, 1878‐9, 君ケ代橋（旧・筏場橋）,（きみがよ）, 高崎市,,道路 ,木桁橋,,,烏川, 

fuji03122, 1878‐9‐24, 真政船橋,（さねまさ）,  前橋市,,,船橋,"復旧、前・実正船橋,後・就安橋",,利根川 , 

fuji03278, 1879‐10, 鹿野籠橋,,  吾妻郡,L=20,ｂ=3.6,木橋,,,鹿野籠川, 

fuji03279, 1879‐, 紅葉橋,,  みなかみ町（水上町）,L=25,ｂ=3.6,板橋,,,, 

fuji03280, 1879‐12, 聖石橋,（ひじりいし）, 高崎市,L=125,ｂ=3.6,板橋,,,烏川,＊４２１ 

fuji03281, 1879‐3‐9 , 就安橋,（しゅうあん）, 前橋市南町実正関所跡,L=309,ｂ=3.6,木橋,前・実正船橋、真政船橋、秋に流失,,利根川, 

fuji03373, 1879‐, 早川田橋,（さがわだ）, 館林市,L=73,ｂ=2.7,船橋,船６隻、１９１５年頃迄、１９１７年頃は土橋,,渡良瀬川, 

fuji03471, 1880‐11, 東橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,,架け替え,,吾妻川, 

fuji03545, 1880‐7, 新橋,,  板倉町,L=22,ｂ=1.8,木橋,,,谷田川 , 

fuji03546, 1880‐4, 白井橋,,  渋川市（赤城村）,L=85.5,ｂ=3.6,木橋,,,利根川, 

fuji03547, 1880‐12, 石原橋,,  片岡郡,L=125,ｂ=3.6,木橋,,,烏川, 

fuji03725, 1881‐, 向小橋,,  みなかみ町（水上町）,L=10,ｂ=3.6,,１８９４年架け替え,,利根川, 

fuji03726, 1881‐, 富士見橋,,  太田市,,道路 ,,,,, 

fuji03848, 1881‐9, 山田川橋,,  中之条町,L=42,ｂ=3.6,木橋,１９２５年頃は、Ｌ＝５９、ｂ＝４．１、土橋,,四万川, 

fuji03849, 1881‐3, 月夜野橋,（つきよの）, みなかみ町（月夜野町）,L=78,ｂ=3.6,木橋,,,利根川, 

fuji03850, 1881‐11, 銚子橋,,  みなかみ町（水上町）,L=24,ｂ=3.6,木橋,１８９０年修理、１８９５年９月架け替え,,利根川 , 

fuji03851, 1881‐12, 岩鼻橋,,  西群馬郡,L=244,ｂ=4.2,木橋,,,烏川, 

fuji03852, 1881‐, 沼尾橋,,  東吾妻町（東村）,L=50,ｂ=3.6,木橋,,,沼尾川, 

fuji03853, 1881‐1, 茂呂橋,,  伊勢崎市,L=44,ｂ=3.6,木橋,,,広瀬川, 

fuji03854, 1881‐10, 小此木橋,,  佐波郡,L=40,ｂ=3.6,木橋,,,広瀬川, 

fuji04029, 1882‐, 安楽土橋,（あらと）, 桐生市,,道路,,,,新川, 

fuji04117, 1882‐8, 盛運橋,,  桐生市,L=36,ｂ=4.2,木橋,,,新川, 

fuji04118, 1882‐, 八千代橋,,  沼田市（赤城根村）,,道路 ,板橋,慶応以前は菅田橋,,片品川, 

fuji04119, 1882‐6, 浅原橋,,  山田郡,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,渡良瀬川, 

fuji04120, 1882‐, 神戸橋,,  北甘楽郡,L=40,ｂ=3.6,木橋,,,, 
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fuji04121, 1882‐6, 田篠橋,,  北甘楽郡,L=104,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji04122, 1882‐11, 石淵橋,（いしぶち）, 下仁田町,L=56,ｂ=3.6,木橋,１８８６年流失、再架、木橋,,鏑川,＊５５５ 

fuji04123, 1882‐7, 甘楽橋,,  富岡市,L=113,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji04124, 1882‐1, 比佐理橋,,  富岡市,L=69,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji04125, 1882‐, 松見橋,,  中之条町,,道路 ,木桁橋,,,名久田川 , 

fuji04268, 1882‐, 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,,船橋,,,利根川 , 

fuji04296, 1883‐, 第一箕田用水橋,, ？,,鉄道 ,錬鉄鈑桁,,日本鉄道（国鉄高崎線）,, 

fuji04297, 1883‐, 第一元荒川用水橋,, ？,,鉄道 ,錬鉄鈑桁,,日本鉄道（国鉄高崎線）,, 

fuji04299, 1883‐, 勅使河原橋,, ？,,鉄道 ,錬鉄鈑桁,,日本鉄道（国鉄高崎線）,, 

fuji04300, 1883‐, 神通川橋,,  ？,,鉄道 ,鈑桁,,日本鉄道（国鉄高崎線）,, 

fuji04313, 1883‐, 水上橋,（みなかみ）, みなかみ町（水上町）,L=33,ｂ=2.7,,１８９１年修理、１８９２年、１９１２年、１９１３年、 

    １９２２年３月各架け替え,,利根川 , 

fuji04344, 1883‐11, 三間橋,,  北甘楽郡,L=48,ｂ=3.6,木橋,,,南牧川, 

fuji04345, 1883‐9, 落合橋,,  藤岡市,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,鮎川, 

fuji04346, 1883‐8, 猿ケ京橋,,  利根郡,L=36,ｂ=3.6,木橋,,,赤谷川, 

fuji04347, 1883‐9, 石井橋,（いわい）, 安中市,L=56,ｂ=3.8,木橋,,,碓氷川, 

fuji04348, 1883‐10, 鷹の巣橋,,  安中市,L=124,ｂ=5.4,木橋,,,碓氷川, 

fuji04349, 1883‐7, 小雨橋,,  六合（くに）村,L=38,ｂ=2.4,木橋、棒橋,,,須川, 

fuji04351, 1883‐6, 君ケ代橋,（きみがよ）, 高崎市,L=175,ｂ=4.2,木橋,,,烏川, 

fuji04443, 1883‐2‐14 , 向島橋（後・上武大橋）,（ごうそう）, 伊勢崎市（境町）,L=509,道路 ,舟橋、木橋,洪水期は渡船,,利根川,＊２０７ 

fuji04444, 1883‐, 八山橋(坂東大橋）,, 伊勢崎市,L=244,ｂ=3,舟橋,これ迄は渡船、後･八斗島大橋,,利根川, 

fuji04463, 1884‐12, 高津戸橋,（たかつど）, みどり市（大間々町）,L=53,ｂ=3.8,木造刎橋,,,渡良瀬川,＊５５５ 

fuji04475, 1884‐, 今宿橋,,  みなかみ町（新治村）,L=73,道路 ,木造トラス,,,赤谷川,＊２０７ 

fuji04525, 1884‐5‐1, 烏川橋,（からすかわ）, 高崎市,,単線,木橋,,日本鉄道（国鉄高崎線）新町～倉賀野間,烏川,＊２４６ 

fuji04526, 1884‐12, 四万川橋,,  吾妻郡,L=40,ｂ=3.6,木橋,,,四万川, 

fuji04527, 1884‐12, 竹林橋,,  中之条町,L=40,ｂ=3.6,木橋,,,四万川, 

fuji04528, 1884‐, 沼尾橋,,  渋川市（赤城村）,,道路 ,木桁橋,,,沼尾川, 

fuji04640, 1884‐12, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市,L=98,ｂ=5.4,船橋、木橋,,,吾妻川, 

fuji04641, 1884‐, 妻沼橋,（めぬま）, 太田市,L=648,ｂ=3.7,船橋、内７４ｍは板橋,古戸側は１８７１年に板橋を架設、これ迄は 

    古（フット）の渡し,,利根川, 

fuji04655, 1885‐10‐15,立の沢橋(下り）,, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ？,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji04656, 1885‐10‐15,中道橋(下り）,, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ？,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji04666, 1885‐5, 榎橋,,  中之条町（六合村）,L=18,ｂ=1.8,木造刎橋,,,須川, 

fuji04668, 1885‐, 烏川橋,（からすかわ）, 高崎市,L=180,単線 ,錬鉄ポニ－ワ－レントラス（ポ－ナル型）、ｌ＝３０．２、ｎ＝６,杭基礎、 

    １９１０年８月流失,日本鉄道（国鉄高崎線）新町～倉賀野間,烏川,＊２１０＊３１３＊７６９ 

fuji04671, 1885‐6‐30 , 利根橋,（とね）, 前橋市紅雲町,L=183,ｂ=7.3,木鉄混交ハウトラス、Ｌ＝５５、ｌ＝２７、ｎ＝２、木造桁橋、 

    Ｌ＝１２７、ｌ＝１３、ｎ＝１０、設計小川田全之,石造橋脚、煉瓦積橋台、老朽化の為、 

    木造桁橋部を架け替えＬ＝２７０、ｂ＝４．５、１８９５年６月完成、１８９５（６？）年７月流失,, 

    利根川 ,＊２０７＊５５５ 

fuji04673, 1885‐1‐1 , 鷺石橋,（さぎいし）, 沼田市,L=87,ｂ=5.4,木造トラス,１８９６年流失,,利根川 ,＊５５５＊５６５ 

fuji04680, 1885‐10‐15,下岩井村用水橋（下り）,, 安中市,,単線 ,Ｉ形桁,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji04751, 1885‐8‐21, 永久橋（江戸時代は大橋） ,, 伊勢崎市,L=36,ｂ=3.6,木造橋,,,広瀬川, 

fuji04752, 1885‐, 宮前橋,,  伊勢崎市,,道路,丸太橋,１９１０年流失,,粕川, 

fuji04753, 1885‐, 大鹿橋,,  みなかみ町（水上町）,L=33,ｂ=4.2,木橋,,,利根川, 

fuji04754, 1885‐, 綾戸橋,（あやど）, 渋川市（赤城村）,L=127,ｂ=5.4,木橋,,,利根川, 

fuji04755, 1885‐, 棚下橋,,  渋川市（赤城村）,L=76,ｂ=5.4,木橋,,,利根川, 

fuji04756, 1885‐8, 薄根橋,,  沼田市,L=29,ｂ=4.5,木橋,,,薄根川, 

fuji04868, 1885‐, 利根川船橋,, 渋川市,,,船橋,,,利根川, 

fuji04885, 1886‐8, 界橋,,  中之条町（六合村）,L=22,ｂ=2.4,木造刎橋,,,須川, 

fuji04962, 1886‐, 古戸橋（後・刀水橋）,（ふっと）, 太田市,,道路 ,木橋,,,利根川, 

fuji04963, 1886‐, 一文渡橋,,  板倉町（西谷田村）,L=80,ｂ=2.7,板橋,,,渡良瀬川, 

fuji04964, 1886‐, 牧口橋,,  下仁田町,L=49,ｂ=4.2,木橋,,,鏑川（西牧川）, 

fuji04965, 1886‐, 大正橋,（たいしょう）, 渋川市,,,仮橋,１９０６年流失し渡船となる,,利根川,＊５５５ 

fuji05132, 1887‐, 下碓氷川橋,, 安中市,,単線 ,錬鉄上路Ｔｒｅｌｌｉｓ型トラス、ｌ＝３０,,国鉄信越本線群馬八幡～安中間, 

    碓氷川,＊１７４ 

fuji05133, 1887‐5, 上碓氷川橋,, 松井田町,,単線 ,錬鉄上路Ｔｒｅｌｌｉｓ型トラス（ピン結合）、ｌ＝３３．３、設計：原口要,コンクリ－ト 

    基礎、１９１０年撤去,国鉄信越本線松井田～西松井田間,碓氷川,＊１７４＊２４６＊７６９ 

fuji05229, 1887‐6‐15 , 千手院橋,,  伊勢崎市,L=31,ｂ=1.8,木造橋,,,, 

fuji05365, 1887‐4, 除川橋,,  板倉町,L=82,ｂ=2.7,船橋,,,, 

fuji05486, 1888‐, 杉ノ渡橋,,  館林市（大島）,L=76,ｂ=2.7,板橋,,,渡良瀬川, 

fuji05594, 1888‐, 離橋,,  板倉町,L=84,ｂ=2.7,船橋,,,渡良瀬川, 

fuji05613, 1889‐11‐20,岡登橋,,  みどり市（笠懸町）,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊５６５ 

fuji05614, 1889‐11‐20,早川橋,,  伊勢崎市（東村）,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）岩宿～国定間, 

    早川,＊５６５ 

fuji05615, 1889‐11‐20,地蔵堂橋,,  伊勢崎市,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊５６５ 

fuji05616, 1889‐11‐20,平釜川橋,,  伊勢崎市,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊５６５ 

fuji05617, 1889‐11‐20,第一下植木橋,, 伊勢崎市,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊５６５ 

fuji05618, 1889‐11‐20,三郷用水橋,（みさとようすい）, 伊勢崎市,L=5.6,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,, 

    ＊４２１＊４５１＊５６５ 

fuji05619, 1889‐11‐20,第一増田橋,（ますだ）, 前橋市,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊４５１ 

fuji05620, 1889‐11‐20,第二増田橋,（ますだ）, 前橋市,,単線 ,煉瓦ア－チ,,両毛鉄道（日本鉄道・国鉄両毛線）,,＊４５１ 

fuji05654, 1889‐12‐26 , 利根川橋,（とねがわ）, 前橋市,L≒２００,単線 ,鋼ダブル－ワ－レントラス、ｌ＝３ｘ６３．４、腹材は錬鉄、 
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    Ｐｏｗｎａｌｌの設計：Ｐａｔｅｎｔ、Ｓｈａｆｔ社製、錬鉄鈑桁、ｌ＝２１、ｎ＝３,煉瓦積下部、 

    煉瓦井筒基礎、１９２５年、撤去,日本鉄道（国鉄両毛線）新前橋～前橋間, 

    利根川,＊１５３＊２４６＊３１３＊７６９ 

fuji05675, 1889‐11‐20 , 渡良瀬川橋,, 桐生市,L=160,単線 ,錬鉄鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～新桐生間, 

    渡良瀬川,＊１５３ 

fuji05676, 1889‐11‐20 , 間野谷橋,, 伊勢崎市（赤堀町）,,単線 ,Ｉ型桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）,,＊５６５ 

fuji05677, 1889‐11‐20 , 織物会社用水路橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05678, 1889‐11‐20 , 下新田川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05679, 1889‐11‐20 , 下新田第一避溢橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05680, 1889‐11‐20 , 下新田第二避溢橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05681, 1889‐11‐20 , 木槽川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05682, 1889‐11‐20 , 荒口川第一橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05683, 1889‐11‐20 , 荒口川第二橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05684, 1889‐11‐20 , 清水川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間,, 

fuji05685, 1889‐11‐20 , 桃木川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間, 

fuji05686, 1889‐11‐20 , 広瀬川橋,, 前橋市,,単線,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）前橋大島～前場間,広瀬川 

fuji05687, 1889‐11‐20 , 羽毛川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間, 

fuji05688, 1889‐11‐20 , 風呂川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間, 

fuji05689, 1889‐11‐20 , 滝川橋,, ,,鉄道 ,鈑桁,,両毛鉄道（国鉄両毛線）桐生～前橋間, 

fuji05835, 1889‐2, 比佐理橋,,  富岡市,L=69,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川 

fuji05836, 1889‐, 沼尾橋,,  伊勢崎市（東村）,L=43,ｂ=3.6,木橋,,,沼尾川 

fuji05837, 1889‐4, 鮎川橋,,  藤岡市,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,鮎川 

fuji05838, 1889‐4, 落合橋,,  藤岡市,L=76,ｂ=3.6,木橋,,,鮎川 

fuji05839, 1889‐6, 戸鹿野橋,（とがの）, 沼田市,L=33,ｂ=3.6,木橋,,,利根川 

fuji05959, 1889‐2‐27, 正儀内橋,,  館林市,L=76,ｂ=2.7,船橋,,,渡良瀬川 

fuji05963, 1890‐ , 都橋（後・宮の橋） ,（みやこ）, 宇都宮市,,道路 ,吊橋,,,田川 

fuji06037, 1890‐, 高瀬橋,,  富岡市,,道路 ,,,, 

fuji06038, 1890‐, 幸知橋,,  みなかみ町（水上町）,L=18,ｂ=2.7,,１８９１年９月流失,,湯檜曽川 

fuji06039, 1890‐8, 水沼橋,,  高崎市（倉渕村）,,道路 ,,流失、再架、９月再流失,,烏川 

fuji06040, 1890‐8, 相間川橋,,  高崎市（倉渕村）,,道路 ,,流失、再架、９月再流失,, 

fuji06113, 1890‐6, 三間橋,,  北甘楽郡,L=47,ｂ=3.6,木橋,,,南牧川, 

fuji06234, 1890‐1‐31 , 川俣橋（現・昭和橋）,, 明和町,L=441,道路 ,船橋、船４１隻、中央に通船箇所,１８９０年８月２３日破損復旧、 

    １８９１年６月２２日修復、１８９２年７月２、・、３日流失再架、これ迄は川俣の渡し,, 

    利根川 ,＊２０７ 

fuji06244, 1891‐8‐31 , 小袖橋,,  みなかみ町（月夜野町）,L=29,ｂ=2.7,吊橋,１９０６年流失、再架,,, 

fuji06400, 1891‐, 五町田橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,,架け替え,,吾妻川, 

fuji06401, 1891‐, 新大橋,,  嬬恋村,,道路 ,,,,吾妻川, 

fuji06462, 1891‐6, 柳瀬橋,（やなせ）, 藤岡市,L=236,ｂ=3.6,木橋,,,烏川, 

fuji06463, 1891‐7, 久芳橋,（ひさよし）, 安中市,L=51,ｂ=4.2,木橋,,,碓氷川, 

fuji06464, 1891‐1, 佐野橋,（さの）, 高崎市,,道路 ,木橋,,,烏川, 

fuji06571, 1891‐, 沼柴船橋（後・五料橋）,（（ごりょう））, 玉村町,L=145,ｂ=3,船橋,１９２２年渡し船となる,,利根川, 

fuji06572, 1891‐, 八斗島船橋（後･坂東大橋）,, 伊勢崎市（名和村）,L=133,ｂ=3,船橋,,,利根川, 

fuji06581, 1892‐, 熊の平第一橋,, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ？,,,,＊５６５ 

fuji06610, 1892 頃, 中君橋,,  ,,道路 ,木造トラス（？）、ｌ＝９．１,,,, 

fuji06611, 1892 頃, 只則橋,,  中之条町（青山村）,,ｂ=3.6,木造フインクトラス、ｌ＝１２．２、野沢房敬による,,,, 

fuji06612, 1892 頃, 五月橋,,  ,,道路 ,上路ハウトラス、ｌ＝３７、野沢房敬による,,,, 

fuji06613, 1892 頃, 須川橋,,  長野原町,,ｂ=3.6,木造上路ハウトラス、ｌ＝２２、野沢、房敬による,,,白砂川, 

fuji06614, 1892 頃, 新布橋,,  ,,道路 ,木造ハウトラス、ｌ＝２２、野沢房敬による、,,,, 

fuji06620, 1892‐, 館石橋(下り）,, 安中市,,単線,Ｉ型桁,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji06631, 1892‐, 向山橋,（むこうやま）, みなかみ町（水上町）,L=45,ｂ=1.8,,１９０２年架け替え,,利根川, 

fuji06632, 1892‐, 阿能川橋,,  みなかみ町（水上町）,L=18,ｂ=3.6,,１８９２年８月流失,,阿能川, 

fuji06694, 1892 頃, 九二橋,,  渋川市（小野上村）,,ｂ=3.7,木桁橋、ｌ＝７．３＋６．１,,,, 

fuji06695, 1892 頃, 芙蓉橋,,  渋川市（小野上村）,L=25,ｂ=3.6,木桁橋、ｌ＝４．３＋９．１＋４．３,,,, 

fuji06696, 1892 頃, 境橋,,  中之条町,,ｂ=4.4,木造方杖橋、ｌ＝３．８＋１０．７＋３．８,,,, 

fuji06697, 1892 頃, 滝見橋,,  ,L=12,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,, 

fuji06698, 1892‐9, 大鹿橋,,  水上町,L=49,ｂ=3.6,木造方杖橋＋木造桁橋,,,利根川, 

fuji06699, 1892 頃, 五五橋,,  渋川市（小野上村）,,ｂ=3.6,木桁橋、ｌ＝５．５＋９．１＋５．５,,,, 

fuji06774, 1893‐4‐1 , 碓氷第一橋（霧積川橋）,（うすい）, 横川～軽井沢間安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝３ｘ１１、設計： 

    Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線,,霧積川 ,＊７６８ 

fuji06775, 1893‐4‐1 , 碓氷第二橋,（うすい）, 横川～軽井沢間安中市（松井田町）,L=24.9,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３,明治期に補強、 

    改造、１９６３年９月３０日廃線,,碓氷川 ,＊４１８＊４５１＊７６８ 

fuji06776, 1893‐4‐1 , 碓氷第三橋（碓氷川橋）,（うすい）, 横川～軽井沢間安中市（松井田町）,L=91,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝１８、ｎ＝４、 

    設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,"１８９４年震災、１８９５～９６年補強、１９６３年９月３０日廃線、,、 

    登録文化財",,,＊１５３＊４１８＊４５１＊５５１＊７６８ 

fuji06777, 1893‐4‐1 , 碓氷第四橋,（うすい）, 横川～軽井沢間安中市（松井田町）,L=9.8,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ," 

    １９６３年９月３０日廃線、,、登録文化財",,,＊４１８＊４５１＊７６８ 

fuji06778, 1893‐4‐1 , 碓氷第五橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,L=15.8,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝１１、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ," 

    １９６３年９月３０日廃線,、登録文化財",国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊４１８＊４５１＊７６８ 

fuji06779, 1893‐4‐1, 碓氷第六橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,L=51.9,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝１１、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,"１９６３年９月３０日 

    廃線,、登録文化財",国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊４１８＊４５１＊５６５＊７６８ 

fuji06780, 1893‐4‐1, 碓氷第七橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,L=9.5,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝４．５、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,補強、 

    １９９７年廃線,国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊４１８＊７６８ 
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fuji06781, 1893‐4‐1 , 碓氷第八橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06782, 1893‐4‐1 , 碓氷第九橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝１１、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06783, 1893‐4‐1 , 碓氷第十橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06784, 1893‐4‐1 , 碓氷第十一橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９１０年土砂崩壊で 

    破壊、鈑桁に架け替え、１９５３年 RCア－チに架け替え（現下り碓氷第六橋）、１９９７年廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06785, 1893‐4‐1 , 碓氷第十二橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06786, 1893‐4‐1 , 碓氷第十三橋（中尾川橋）,（うすい）, 安中市（松井田町）,L=51.7,単線 ,曲線煉瓦ア－チ、ｌ＝５ｘ７．３、設計： 

    Ｐｏｗｎｅｌｌ、,１９６３年９月３０日廃線,国鉄信越線横川～軽井沢間, 

    中尾川 ,＊４１８＊４５１＊７６８ 

fuji06787, 1893‐4‐1 , 碓氷第十四橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06788, 1893‐4‐1 , 碓氷第十五橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06789, 1893‐4‐1 , 碓氷第十六橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝７．３、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06790, 1893‐ 4‐1 , 碓氷第十七橋,（うすい）, 安中市（松井田町）,,単線 ,煉瓦ア－チ、ｌ＝１１、設計：Ｐｏｗｎｅｌｌ,１９６３年９月３０日廃線, 

    国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊７６８ 

fuji06809, 1893‐5, 綾戸橋,（あやど）, 渋川市（赤城村）,L=127,ｂ=4.2,木造上路トラス、野沢房敬による、施工：清水組,,,利根川, 

fuji06810, 1893‐9, 松見橋,,  中之条町,L=87,ｂ=3.9,木造プラットトラス、ｌ＝２１,,,名久田川, 

fuji06811, 1893‐11, 山田橋,,  中之条町,L=42,ｂ=3.6,木造、トラス、ｌ＝２２、野沢房敬による、,,,山田川, 

fuji06812, 1893‐4, 信栄橋,,  みどり市（大間々町）,L=76,ｂ=3.6,木造ハウトラス、ｌ＝２３、木造桁橋、野沢房敬によ,,, 

    渡良瀬川, 

fuji06813, 1893‐2, 月夜野橋,（つきよの）, みなかみ町（月夜野町）,L=78,ｂ=3.3,木造ハウトラス、ｌ＝１８、野沢房敬による,,,利根川, 

fuji06814, 1893‐9, 今宿橋,,  みなかみ町（新治村）,L=76,ｂ=4.2,ハウトラス、ｌ＝１５,,,赤谷川, 

fuji06824, 1893‐4‐1 , 矢ケ崎川橋,, 安中市（松井田町）,,単線 ,鉄桁橋,１９６３年廃線,国鉄信越線横川～軽井沢間,,＊４１８＊７６８ 

fuji06909, 1893‐11, 棚下橋,,  渋川市（赤城村）,L=94,ｂ=4.2,木橋,,,利根川, 

fuji06910, 1893‐3, 三間橋,,  北甘楽郡,L=46,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji06911, 1893‐4, 浅原橋,,  山田郡,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,渡良瀬川, 

fuji06912, 1893‐, 神山橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,木橋,,,烏川, 

fuji06913, 1893‐, 君ケ代橋,（きみがよ）, 高崎市,L=127,ｂ=3.6,木橋、７月－Ｌ＝１２７、１２月－Ｌ＝４７、,架け替え、１９１０年流失,,烏川, 

fuji06914, 1893‐, 第一号陸橋,, 安中市（松井田町）,,単線 ,木橋、ｌ＝１１,,国鉄信越線横川～軽井沢間,, 

fuji07087, 1894‐12, 牛島橋,,  渋川市,,道路 ,,数年後流失廃橋,,吾妻川, 

fuji07147, 1894‐, 浜岩橋,,  長野原町,,道路 ,丸太橋,,,吾妻川, 

fuji07148, 1894‐1, 石井橋,（いわい）, 安中市,L=58,ｂ=2.3,木橋,,,碓氷川, 

fuji07149, 1894‐4, 五月橋,（さつき）, 桐生市（黒保根村）,L=58,ｂ=4.2,木橋,,,渡良瀬川, 

fuji07150, 1894‐4, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市,L=62,ｂ=3.6,木橋,これ迄も木橋、１９００年流失,,吾妻川, 

fuji07364, 1895‐2, 柳瀬橋,（やなせ）, 藤岡市,L=245,ｂ=3.6,木橋,,,烏川, 

fuji07365, 1895‐2, 多胡橋,,  高崎市（吉井町）,L=95,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji07548, 1896‐5, 千歳橋,,  利根郡,L=36,ｂ=3.6,木橋,,,片品川 , 

fuji07689, 1897‐5‐10, 烏川橋,（からすかわ）, 高崎市,,単線,鈑桁,１９１０年８月流失,上野（こうづけ）鉄道（上信電鉄） 

    南高崎～根小屋間,烏川, 

fuji07753, 1897 年頃（明治 30年代）, 土橋,, 昭和村（糸之瀬村）,,道路 ,,架け替え、１７３１年にはあり、１８７７年にはあり,, 

    片品川, 

fuji07754, 1897‐7‐7, 鏑川橋,,  富岡市,,単線,,,上野鉄道（上信電鉄）上州福島～東富岡間,鏑川, 

fuji07830, 1897‐10, 天然橋,,  中之条町,L=50,ｂ=3.6,木造橋,１９２５年頃は、Ｌ＝４５、ｂ＝４．２、木橋,,四万川, 

fuji07831, 1897‐12, 今宿橋,,  みなかみ町（新治村）,L=71,ｂ=4.2,木橋,,,赤谷川, 

fuji07832, 1897‐10, 薄根橋,,  沼田市,L=114,ｂ=3.6,木橋,,,薄根川, 

fuji07833, 1897‐12, 鷺石橋,（さぎいし）, 沼田市,L=78,ｂ=4.2,木橋,,,利根川, 

fuji07834, 1897‐12, 永久橋,,  佐波郡,L=38,ｂ=3.6,木橋,,,広瀬川, 

fuji07835, 1897‐10, 竹林橋,,  吾妻郡,L=50,ｂ=3.6,木橋,,,四万川, 

fuji07836, 1897‐5, 盛運橋,,  山田郡,L=40,ｂ=4.2,木橋,,,新川, 

fuji07837, 1897‐, 只川橋,（ただかわ）, 富岡市,,道路 ,木橋,,,鏑川,＊５５５ 

fuji08073, 1898‐, 新大橋,,  嬬恋村,,道路 ,,,,吾妻川, 

fuji08158, 1898‐2, 中橋,,  安中市,L=51,ｂ=3.6,木橋,,,碓氷川, 

fuji08159, 1898‐10, 鮎川橋,,  多野郡,L=87,ｂ=3.6,木橋,,,鮎川, 

fuji08160, 1898‐, 中ノ渡橋,,  館林市（大島）,L=71,ｂ=2.7,板橋,,,渡良瀬川 , 

fuji08244, 1898‐, 竜ケ鼻橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,,船橋,,,吾妻川 , 

fuji08253, 1899‐, 浜岩橋,,  長野原町,,,釣橋,１９５０年８月５日木桁橋流失、１１名死亡,,吾妻川, 

fuji08263, 1899‐, 小屋原橋,（こやはら）, 前橋市,,単線 ,煉瓦（ＲＣ？）ア－チ,,日本鉄道（国鉄両毛線）駒形～前橋大宮間,, 

    ＊４５１＊５６５ 

fuji08287, 1899‐11, 月夜野橋,（つきょの）, みなかみ町（月夜野町・桃野村）,L=35,ｂ=3.5,木鉄混合ハウトラス、ｌ＝１ｘ３４,１９０６年 

    破損修復,,利根川 , 

fuji08530, 1899‐5, 境橋,,  桐生市,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,桐生川, 

fuji08531, 1899‐8, 多胡橋,,  高崎市（吉井町）,L=110,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji08532, 1899‐7, 甘楽橋,,  富岡市,L=109,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji08533, 1899‐12, 三間橋,,  北甘楽郡,L=45,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川, 

fuji08534, 1899‐10, 山田川橋,,  吾妻郡,L=29,ｂ=3.6,木橋,,,山田川, 
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fuji08535, 1899‐6, 久芳橋,（ひさよし）, 安中市,L=67,ｂ=3.6,木橋,,,碓氷川, 

fuji08536, 1899‐3, 鷹ノ巣橋,,  安中市,L=122,ｂ=5.4,木橋,,,碓氷川, 

fuji08537, 1899‐6, 石井橋,（いわい）, 安中市,L=58,ｂ=3.6,木橋,,,碓氷川, 

fuji08538, 1899‐6, 柳瀬橋,（やなせ）, 高崎市,L=278,ｂ=3.6,木橋,１９１０年流失、再架,,烏川,＊５５５ 

fuji08539, 1899‐8, 柳橋,,  上野村,L=82,ｂ=1.8,木橋,,,神流川支流 , 

fuji08661, 1900‐4‐1, 磐戸橋,,  下仁田町（磐戸村）,L=34.5,ｂ=3.6,木鉄混交ハウトラス、ｌ＝１ｘ３３,,,鏑川, 

fuji08662, 1900‐6‐1, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市,L=64,ｂ=4.5,木造トラス、ｌ＝２ｘ３１．５、伊藤為吉の設計,１９０１年流失,,吾妻川, 

fuji08799, 1900‐6‐1, 小沢橋,,  北甘楽郡,L=44,ｂ=3.6,木橋,,,高田川, 

fuji08800, 1900‐12‐1, 雷電橋,,  神流町,L=51,ｂ=3.6,木橋,１９７２年架け替え,,神流川支流, 

fuji08801, 1900‐9‐1, 吾妻橋,,  ,L=104,ｂ=3.1,木橋,,,, 

fuji08915, 1901‐1‐1, 信栄橋,,  山田郡,L=71,ｂ=3.6,吊橋,,,渡良瀬川, 

fuji08916, 1901‐, 只川橋,（ただかわ）, 富岡市,,道路 ,吊橋,１９０６年流失,,鏑川,＊５５５ 

fuji08935, 1901‐12（1903‐2‐？） , 坂東橋,（ばんどう）, 渋川市,L=208.6,ｂ=5.4,鋼ピン結合ペンシルベニアトラス、ｌ＝６８、ｎ＝３、木床、 

    輸入鋼材、ポ－タルに橋銘板あり、日下鳴鶴の筆、設計：沖一誠、佐藤三四郎、工事中の 

    １月１５日、潜水夫、原山常太（長野県人）が水中で事故死（中田竜伝寺境内に碑文あり）、 

    工事中水害、鉄材等の価格高騰、工費,１９１０年より前橋電気軌道の単線軌道併設 

    １９５４年廃止、第二次大戦中、代燃車により数回床組が火災、振動が大きくなり、 

    １９５１年の調査では、ピン摩耗、可動支承が腐食して引張材が座屈、架け替え前は全橋の 

    交互通行で、かつ１径間に１台の自動車と制限されていた、１,, 

    利根川 ,＊１９５＊２０７＊３６６＊４４６＊５５５＊７１６ 

fuji08936, 1901‐8‐21, 利根橋,（とね）, 前橋市,L=196.3,ｂ=4.9,鋼ピン結合平行弦プラットトラス、ｌ＝６３．９６、ｎ＝３、一部通行開始は 

    １８９９年３月、１８９８年１連架設、１８９９年２連架設、設計：技師、相沢時正、技手、 

    佐藤三四郎、鋼材はアメリカＣａｒｎｅｇｉｅ社製、鉄部製作、日本鉄工株式会社と三井工業部 

    芝浦製作所、工,橋台杭基礎、橋脚井筒基礎、土木工事、志岐作太郎、これ迄は木造トラス、 

    １９３４年補強、鋼トラス部材に平鋼をあて溶接による補強、敷板、縦桁を修繕、１９４７年、 

    １９４８年洗堀、１９５４年歩道橋とする、新橋架設、旧橋の橋体は赤城村に再用、飾板、 

    避雷針の飾り等は前,,利根川 ,＊１５４＊２０７＊３６６＊７１６ 

fuji08951, 1901‐7‐1, 戸鹿野橋,（とがの）, 沼田市（川田町）,L=36,ｂ=3.6,木鉄混交ハウトラス、ｌ＝１ｘ２６,１９２３年頃は木造方杖で補強,, 

    利根川 , 

fuji09091, 1901‐9‐1, 雷橋,,  板倉町,L=1273,ｂ=3.6,木橋,１９０５年撤去,,板倉川, 

fuji09359, 1902‐7‐1, 三名橋,,  多野郡,L=29,ｂ=3.6,木橋,,,神流川支流, 

fuji09471, 1902‐, 両福島船橋,, 玉村町（上陽村）,L=73,ｂ=2.7,船橋,,,利根川 , 

fuji09480, 1903‐, 石淵橋,（いしぶち）, 下仁田町,,,吊橋、木造トラス補剛、木塔,,,鏑川,＊５５５ 

fuji09481, 1903‐7‐1, 園原橋,,  沼田市（利根村・東村）,L=48,ｂ=2.7,吊橋、ｌ＝４７,,,片品川, 

fuji09482, 1903‐7‐1, 赤城根橋,,  沼田市（利根村・赤城根村）,L=48,ｂ=3.6,吊橋、ｌ＝４７、木造トラス補剛,,,片品川, 

fuji09530, 1903‐7‐1, 赤岩橋,,  桐生市,L=89,ｂ=3.6,木鉄混合プラツトトラス、ｌ＝４３．５、ｎ＝２、橋床は７５ｍｍ厚の栗板, 

    橋台橋脚は煉瓦、煉瓦井筒、それ迄は渡船、１９３８年流失,,渡良瀬川, 

fuji09600, 1903‐, 下馬橋,（げば）, 太田市,,道路 ,石橋,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji09601, 1903‐, 鶴見橋,（つるみ）, 太田市,,道路 ,石橋,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji09652, 1903‐8‐1, 南郷橋,,  沼田市（赤城根村）,,道路,,,,片品川, 

fuji09727, 1903‐1‐22, 万延橋,（まんえん）, 沼田市（利南村）,L=44,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,片品川 

fuji09728, 1903‐7‐1, 二恵橋,（ふたえ）, 昭和村,L=40,ｂ=3.6,木橋,,,片品川 

fuji09729, 1903‐, 宮田橋（佐又橋）,, 渋川市（子持村）,,道路 ,木造仮橋,後流失,,利根川 

fuji09730, 1903‐6‐1, 盛運橋,,  桐生市,L=44,ｂ=4.2,木橋,,,新川 

fuji09731, 1903‐4‐1, 境橋,,  山田郡,L=73,ｂ=3.6,木橋,,,桐生川 

fuji09732, 1903‐7‐1, 小中橋,,  勢多郡,L=33,ｂ=3.6,木橋,,,小中川 

fuji09733, 1903‐, 多胡橋,,  高崎市（吉井町）,L=113,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川 

fuji09734, 1903‐, 牧口橋,,  北甘楽郡,L=49,ｂ=3.6,木橋,,,鏑川（西牧川） 

fuji09869, 1904‐, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市（長尾村）,L=205.4,ｂ=6,ペチットトラス、木造トラス,井筒基礎,,吾妻川 

fuji09883, 1904‐3‐1, 東橋,,  東吾妻町（吾妻町・原町）,L=37.5,ｂ=3.6,木鉄混合トラス、ｌ＝１ｘ３６,,,吾妻川 

fuji09965, 1904‐9‐23, 寺前橋,,  沼田市（赤城根村）,,道路 ,,,, 

fuji10054, 1904‐, 鎧橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,木橋,１９１０年流失、再架,,烏川 

fuji10161, 1904‐, 曲輪橋,（くるわ）,  前橋市,L=95,ｂ=3,船橋,,,利根川  

fuji10173, 1905‐12‐1, 比佐里橋,,  富岡市,L=74,ｂ=3.6,吊橋、ｌ＝７３、木造補剛トラス、木造塔,,,鏑川 

fuji10174, 1905‐, 新戸橋,,  長野原町,,,吊橋,これ迄は丸太橋、１９１２年、１９１３年架け替え,,吾妻川 

fuji10205, 1905‐8‐17, 松見橋,,  中之条町,L=29,ｂ=3.6,上路木鉄混交ハウトラス、ｌ＝１ｘ２５．９,明治４０年代から軌道馬車を 

    通す、１９２５年頃はＬ＝７６、ｂ＝４．４、木橋,,名久田川  

fuji10448, 1906‐, 鷺石橋,（さぎいし）, 沼田市（川田村）,L=31,ｂ=3.6,木鉄混交トラス、ｌ＝１ｘ３０,１９２２年当時は木造桁橋（？）,, 

    利根川, 

fuji10486, 1906‐1‐9, 総社橋,,  前橋市,,道路 ,,１９０６年７月流失、再架、１９１０年頃は、西方支流、Ｌ＝５０吊橋、中央、 

    Ｌ＝７１、船橋、東方支流、Ｌ＝６９、仮橋,,利根川 , 

fuji10535, 1906‐, 光円橋,,  伊勢崎市（茂呂村）,L=40,ｂ=3.6,板橋,江戸時代は土橋、１９４７年９月流失,,広瀬川, 

fuji10536, 1906‐, 豊受橋,,  伊勢崎市（豊受村）,L=42,ｂ=3,板橋,１９２７年当時は鉄梁、鉄杭,,広瀬川, 

fuji10683, 1907‐, 小山沢橋(下り),, 安中市（松井田町）,,単線,鈑桁,,国鉄信越本線,,＊５６５ 

fuji10684, 1907‐8‐27, 谷田川橋,,  明和町,,単線,鈑桁、ｌ＝２２．３、パウナル型,木杭基礎,東武伊勢崎線川俣～茂林寺前間, 

    谷田川, 

fuji10685, 1907‐8‐27, 多々良沼橋,, 館林市,,単線,鈑桁、ｌ＝２２．３,木杭基礎,東武伊勢崎線館林～多々良間,, 

fuji10860, 1908‐11‐1, 桐淵橋,（きりぶち）, 富岡市,,道路 ,吊橋、国産鋼索を使用、近代吊橋としての形態を整えている,,,鏑川,＊３４０ 

fuji10861, 1908‐, 御鉾橋,,  神流町,,道路,吊橋,,,神流川, 

fuji10907, 1908‐1‐1, 鷹ノ巣橋,,  安中市,L=36,ｂ=5.5,木鉄混交トラス,,,碓氷川, 

fuji10908, 1908‐1‐1, 牧口橋,,  下仁田町,L=49,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,鏑川（西牧川）, 

fuji10909, 1908‐1‐1, 甘楽橋,,  下仁田町（福島村）,L=123,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,鏑川, 
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fuji10981, 1908‐6‐1, 鏑橋,,  富岡市,,道路 ,,,,鏑川, 

fuji11139, 1909‐（1910？）, 銚子橋,, みなかみ町（水上町）,,,針金吊橋,１９１３年、１９１４年、１９２５年８月各架け替え,,利根川 , 

fuji11140, 1909‐9‐1, 大渡橋,（おおわたり）, 前橋市総社町,L=127,,吊橋、ｎ＝４,１９０８年吊橋流失,,利根川 , 

fuji11206, 1909‐3‐1, 清水沢橋,,  下仁田町（西牧村）,L=51,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,鏑川, 

fuji11225, 1909‐2‐17, 第二台ノ郷用水橋,, 太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武伊勢崎線野州山辺～韮川間,, 

fuji11280, 1909‐4‐1, 上武橋,,  藤岡市（鬼石町）,,道路,,１９１０年流失渡船となる,,神流川, 

fuji11386, 1909‐, 除川橋,,  板倉町（除川村）,L=86,ｂ=3.6,板橋,,, , 

fuji11387, 1909‐3‐1, 芝ノ沢橋,,  下仁田町（西牧村）,L=27,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,, 

fuji11484, 1910‐, 西ケ淵橋,,  高崎市（倉渕村）,,,吊橋,流失,,, 

fuji11487, 1910‐, 栄橋,,  長野原町,,,吊橋、単径間、無補剛、木柱塔,,,吾妻川 ,＊５５５＊７１６ 

fuji11488, 1910‐, 大渡橋,（おおわたり）, 前橋市総社町,L=109,ｂ=3,釣橋、無補剛、電信線を利用,,,利根川, 

fuji11536, 1910‐, 上碓氷川橋,（かみうすいがわ）, 安中市（松井田町）,L=46,単線 ,鋼上路トラス、l＝３３．２、Patent、Shaft、 

    &、Axletree、Co、Ld製、鈑桁,直接基礎,国鉄信越本線松井田-西松井田間,碓氷川,＊６３８ 

fuji11537, 1910‐, 小山沢橋,,  安中市（松井田町）,,単線 ,（下り）錬鉄・鋼混用上路トリレス型プラットトラス、ｌ＝３３．２、旧・ 

    上碓氷川橋をＥ３３荷重用に補強した再用トラス,,国鉄信越本線西松井田～横川間,,＊２４６ 

fuji11565, 1910‐, 須川橋,,  長野原町,L=33,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,白砂川（須川）, 

fuji11612, 1910‐3‐27, 八瀬川用水橋,, 太田市,,単線 ,Ｉ型桁、ｌ＝５,木杭基礎,東武伊勢崎線太田～細谷間,, 

fuji11613, 1910‐3‐27, 浜田川用水橋,, 太田市,,単線 ,Ｉ型桁、ｌ＝５,木杭基礎,東武伊勢崎線太田～細谷間,, 

fuji11614, 1910‐3‐27, 蛇川用水橋,, 太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝２５．３,木杭基礎,東武伊勢崎線太田～細谷間,, 

fuji11615, 1910‐3‐27, 大川橋,,  太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武伊勢崎線細谷～木崎間,, 

fuji11699, 1910‐4‐3, 栄橋,,  中之条町,,道路 ,,創架,,胡桃沢川, 

fuji11700, 1910‐8‐1, 久芳橋,,  安中市,,道路 ,,流失,,碓氷川, 

fuji11785, 1910‐, 宮前橋,,  伊勢崎市,,道路 ,木橋,,,粕川, 

fuji11896, 1910‐, 上武橋,,  太田市（尾島町）,L=182,ｂ=3.6,船橋、木橋,,,利根川 , 

fuji11915, 1911‐, 只川橋,（ただかわ）, 下仁田町,,道路 ,吊橋,,,鏑川,＊５５５ 

fuji11916, 1911‐, 高津戸橋,（たかつと）, みどり市（大間々町）,L=53,ｂ=3.6,吊橋,,,渡良瀬川,＊５５５ 

fuji11917, 1911‐12‐1, 嬬恋橋,,  嬬恋村,L=49,ｂ=3.6,吊橋、鉄部は東京月島機械,,,吾妻川,＊４４７ 

fuji11973, 1911‐, 烏川橋（下り）,（からすかわ）, 高崎市,,単線,ピン結合プラットトラス、ｌ＝５ｘ４６．９、鈑桁、ｌ＝５ｘ１８、トラスは、 

    アメリカンブリッジ社製,線路変更して再架、１９５３年アイバ－補修、１９７３年架け替え、トラス 

    ｌ＝６２．４、ｎ＝４、ｌ＝５４、ｎ＝３,国鉄高崎線新町～倉賀野間,烏川,＊２４６＊３１３ 

fuji11987, 1911‐12‐1, 森下橋,,  高崎市（榛名町・里見村）,L=64.5,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,烏川,＊１６９ 

fuji11988, 1911‐2‐1, 鬼石橋,,  藤岡市（鬼石町）,L=25,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,三波川, 

fuji12007, 1911‐, 南雲沢橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒１１２,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12008, 1911‐, 渓間沢橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒９．１,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12009, 1911‐, 城下橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒１８,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12010, 1911‐, 江戸川橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒５,単線 ,I型桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12011, 1911‐, 滝の沢橋,,  みどり市（東村）,L≒６,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12012, 1911‐, 神土沢橋,,  みどり市（東村）,L≒６,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12013, 1911‐, 黒坂石川橋,, みどり市（東村）,L≒１８,単線 ,I型桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12014, 1911‐, 神谷沢橋,,  みどり市（東村）,L≒５,単線 ,I型桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12015, 1911‐, 名越沢橋,,  みどり市（東村）,L≒９,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12016, 1911‐, 鬼灯沢橋,,  みどり市（東村）,L≒５,単線 ,I型桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12125, 1911‐, 丸子橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji12227, 1911‐10‐1, 境橋,,  藤岡市（鬼石町）,L=24,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,, 

fuji12228, 1911‐10‐1, 三名川橋,,  藤岡市（美九里村）,L=24,ｂ=3.8,木造方杖橋,,,, 

fuji12229, 1911‐10‐1, 弥勒橋,,  藤岡市（鬼石町）,L=18,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,みろく沢, 

fuji12230, 1911‐, 上名橋,,  中之条町,L=15,ｂ=2.7,板橋,,,名久田川, 

fuji12343, 1912 頃, 板鼻橋,,  安中市,,,吊橋、鉄部は東京月島機械,,,碓氷川,＊４４７ 

fuji12396, 1912‐11‐11,第一渡良瀬川橋,（わたらせがわ）, 伊勢崎市（東村）,L=66,単線 ,ピン結合プラットトラス、ｌ＝４６．９、 

    東京石川島造船所製、鈑桁、ｎ＝（２＋５）,１９７２年撤去、草木ダムに水没,国鉄足尾線 

    （わたらせ渓谷鉄道）神土～沢入間,渡良瀬川 ,＊２４６＊３１３ 

fuji12398, 1912‐7‐1, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市（群馬郡長尾村）,L=205.4,ｂ=5.5,１９０４年と二回に分けて架設、鉄トラス、 

    L＝１３２、ｎ＝２、上部工：月島機械、,,,吾妻川,＊２０７＊４４７ 

fuji12428, 1912‐3‐1, 久芳橋,（ ひさよし）, 安中市,,ｂ=5.4,伸長、木鉄混交トラス、ｎ＝３、計Ｌ＝１９６、設計：群馬県技師佐藤三四郎、 

    鉄部製作、東京月島機械,１９５８年撤去,,碓氷川,＊４４７ 

fuji12429, 1912‐, 鷹ノ巣橋,,  安中市,L=133,ｂ=5.5,木鉄混交トラス,,,碓氷川, 

fuji12430, 1912‐2‐1, 霧積橋,,  安中市（松井田町・坂本村）,L=44,ｂ=5.5,木鉄混交トラス,,,霧積川, 

fuji12431, 1912 頃, 藤岡橋,,  ,,道路 ,木鉄混合橋、鉄部製作は東京月島機械,,,,＊４４７ 

fuji12432, 1912‐, 稲荷橋,,  下仁田町（月形村）,L=35,ｂ=3.6,木鉄混交トラス,,,, 

fuji12447, 1912‐9‐15, 不動沢橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒１６,単線 ,鈑桁、ｎ＝２,石積み下部工：１９３７年改修,足尾鉄道 

    （国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）上神梅～本宿間,,＊５６５ 

fuji12448, 1912‐9‐15, 水沼沢橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒５、８,単線 ,Ｉ型桁,石積み橋台,足尾鉄道（国鉄足尾線・ 

    わたらせ渓谷鉄道）花輪～水沼間,,＊５６５ 

fuji12449, 1912‐9‐15, 茶屋沢橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒６．１,単線,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12450, 1912‐, 湯沢橋,,  みどり市（大間々町）,L≒６,単線 ,鈑桁,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji12451, 1912‐9‐15, 深沢橋,,  みどり市（大間々町）,L≒２９,単線 ,鈑桁,"1938,1939,1948 年改修",足尾鉄道（国鉄足尾線・ 

    わたらせ渓谷鉄道）上神梅～本宿間,,＊５６５ 

fuji12452, 1912‐9‐15, 小黒川橋,,  水沼～花輪間桐生市（黒保根村）,L≒５４,単線 ,鈑桁、ｎ＝３,石積み下部工,足尾鉄道 

    （国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）水沼～花輪間,小黒川,＊５６５ 

fuji12453, 1912‐9‐15, 広沢橋,,  みどり市,L≒３，４,単線 ,トラフガ－ダ－、ｎ＝１３,石積み下部工,足尾鉄道（国鉄足尾線・ 

    わたらせ渓谷鉄道）中野～花輪間,小黒川,＊５６５ 

fuji12454, 1912‐9‐15, 小中川橋,,  みどり市（東村）,L≒４０,単線 ,鈑桁、ｎ＝２,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道） 
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    中野～小中間,,＊５６５ 

fuji12589, 1912‐6‐1, 上武橋,,  藤岡市（鬼石町）,,道路,,1913 年 8月流失,,神流川, 

fuji12667, 1912‐, 三松橋,,  片品村,,道路 ,木橋,,,, 

fuji12668, 1912‐, 根元橋,（ねもと）, 桐生市,,道路 ,木橋、藤倉氏の私費による,後・桐生川ダムに水没,,桐生川, 

fuji12669, 1912‐3‐1, 天大橋,,  前橋市,L=16.4,ｂ=4.2,木橋,１９３７年修繕,,広瀬川, 

fuji12735, 1913ー, 大正橋,（たいしょう）, 渋川市,,,鉄線吊橋、多径間、無補剛、木塔、木柱,,,利根川,＊４２１＊５５５ 

fuji12882, 1913‐8‐11, 永久橋,,  伊勢崎市,,道路 ,鉄桁橋,,,広瀬川, 

fuji12883, 1913‐, 一貫堀川橋,, 高崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄信越線高崎～北高崎間,一貫堀川,＊５６５ 

fuji13029, 1913‐, 相生橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,,,, 

fuji13124, 1913‐1‐1, 東橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=82,ｂ=2.7,木橋,昭和初期には木造トラス＋木桁橋,,吾妻川, 

fuji13269, 1914‐8‐2, 渡良瀬川橋,（わたらせがわ）, 館林市,L=396,単線,鋼Ｓｃｈｗｅｄｌｅｒトラス、ｌ＝２ｘ６２．４、アメリカンブリッジ社製、 

    鋼鈑桁、ｌ＝（１３＋２）ｘ１９．２、石川島造船所製,煉瓦井筒基礎,東武鉄道佐野線渡瀬～ 

    田島間,渡良瀬川,＊２１３＊３１３＊３１４＊４４６＊４５１＊６３８＊６９０ 

fuji13365, 1914‐8‐2, 第二岡用水橋,, 館林市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武鉄道佐野線館林～渡瀬間,, 

fuji13366, 1914‐8‐2, 第一大新田避溢橋,, 館林市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．８,木杭基礎,東武鉄道佐野線渡瀬～田島間,, 

fuji13367, 1914‐8‐2, 第一早川田橋,, 館林市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武鉄道佐野線渡瀬～田島間,, 

fuji13368, 1914‐8‐2, 早川田避溢橋,, 館林市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．８,木杭基礎,東武鉄道佐野線渡瀬～田島間,, 

fuji13369, 1914‐8‐2, 第三早川田橋,, 館林市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武鉄道佐野線渡瀬～田島間,, 

fuji13716, 1915‐, 錦桜橋,（きんおう）, 桐生市,,,吊橋、木造トラス補剛、木塔,これ迄は渡船、渇水期には板橋、１９２２年の出水で 

    流失,,渡良瀬川 ,＊５５５ 

fuji13717, 1915‐6‐16, 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,,鉄線吊橋,１９３７年１２月２４日破損し、トラック墜落,,利根川, 

fuji13718, 1915‐7‐7, 棚下橋（元・綾戸橋）,, 渋川市（赤城村）,,,木造吊橋,,,利根川, 

fuji13903, 1915‐, 佐波新田用水橋,, 伊勢崎市,,単線,ＲＣ橋,,国鉄両毛線,, 

fuji13904, 1915‐5‐1, 石川橋,,  前橋市,L=13.2,ｂ=4.2,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji13958, 1915‐10‐1, 母谷沢橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,,１９２５年３月架け替え,,母谷沢, 

fuji14033, 1915‐3‐1, 後河原橋,,  太田市（矢場川村）,L=12.7,ｂ=3.8,木桁橋,,,矢場川, 

fuji14244, 1916‐, 吉沢橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji14286, 1916‐8‐30, 四ツ堀橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,,,, 

fuji14287, 1916‐, 正幸寺橋,（しょうこうじ）, 前橋市,,道路 ,,,,,＊４５１ 

fuji14393, 1917 頃, 名久田橋,,  中之条町,L=33,ｂ=3,木造吊橋,これ迄は木桁橋、１９３４年４月１日、松本錦枝一座が通行中 

    落橋,,名久田川, 

fuji14394, 1917‐, 烏川橋,,  高崎市（倉渕村）,,,吊橋,,,烏川, 

fuji14461, 1917‐, 月夜野橋,（つきよの）, みなかみ町（月夜野町）,,ｂ=3.6,木造トラス、ｌ＝３６、架設は木造合掌式足場による, 

    １９３４年破損修理,,利根川, 

fuji14605, 1917‐, 盛運橋,,  桐生市,,道路 ,,架け替え,,新川, 

fuji14675, 1917‐, 真田橋,,  高崎市（群馬町）,L=7,ｂ=2.4,土橋,,,, 

fuji14676, 1917‐11‐1, 御厨橋,,  太田市（毛里田村）,L=7.3,ｂ=3.8,木桁橋,,,用水路, 

fuji14841, 1918‐11‐1, 矢場川橋,,  太田市（毛里田村）,L=5.5,ｂ=7.2,ＲＣＴ桁,,,用水路, 

fuji14945, 1918‐12‐1, 南光寺橋,,  太田市（韮川村）,L=7.3,ｂ=9.6,木桁橋,,,用水路, 

fuji14946, 1918‐11‐1, 韮川橋,,  太田市（韮川村）,L=6.1,ｂ=4.6,木桁橋,,,用水路, 

fuji14979, 1919‐10‐1, 多胡橋,,  高崎市（吉井町）,,ｂ=3,吊橋、ｌ＝１０９．７、木造補剛トラス、鋼塔、木床、木桁橋、ｌ＝３ｘ１２,,, 

    鏑川 , 

fuji15118, 1919‐7‐1, 厩橋,（うまや）, 前橋市,L=18.2,ｂ=15,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji15392, 1920‐, 一貫堀橋(下り）,, 高崎市,,単線,鈑桁,,国鉄上越線高崎～井野間,,＊５６５ 

fuji15474, 1920‐5‐1, 梅ケ橋,,  前橋市,L=11.6,ｂ=2.2,ＲＣ橋,,,, 

fuji15475, 1920‐5‐1, 広東橋,,  前橋市,L=18.7,ｂ=9.1,ＲＣ橋,,,, 

fuji15476, 1920‐5‐1, 稲荷橋,,  前橋市,L=11.3,ｂ=2.2,ＲＣ橋,,,, 

fuji15527, 1920‐（1919？） , 宮前橋,, 伊勢崎市,,道路 ,,,,粕川, 

fuji15528, 1920‐5‐1, 広瀬橋,,  前橋市,L=18.7,ｂ=9.1,,,,, 

fuji15573, 1920‐9‐1, 下橋,,  太田市（毛里田村）,L=8.5,ｂ=3.6,木桁橋,,,水路, 

fuji15574, 1920‐, 聖石橋,（ひじりいし）, 高崎市,,道路 ,木橋,,,烏川, 

fuji15630, 1921 頃, 和合橋,,  富岡市,,,木造吊橋,,,鏑川, 

fuji15631, 1921‐4‐1, 温湯川橋,,  みなかみ町（水上町）,,,吊橋,,,, 

fuji15650, 1921‐7‐1, 駒寄川橋（下り）,, 吉岡町,,単線,ＲＣア－チ,,国鉄上越線新前橋～八木原間,駒寄川,＊５６５ 

fuji15685, 1921‐11‐13,大渡橋,（おおわたり）, 前橋市岩上町,L=504.5,トラスはｂ＝５．５ 鈑桁はｂ＝３．６,鋼プラットトラス、ｌ＝４８．７、 

    鋼魚型トラス、ｌ＝２４．４、ｎ＝２、鈑桁、Ｌ＝４０６、ｎ＝４３、トラスは設計：佐藤三四郎、 

    上部工：横河橋梁,１９３５年９月２５日一部流失,,利根川 ,＊５５１＊７１６ 

fuji15779, 1921‐ , 猪ノ川橋,,  高崎市,L=13.2,単線,槽状桁橋、ｌ＝２ｘ６．１,,国鉄上越線高崎～井野間,,＊４２５ 

fuji15780, 1921‐7‐1, 第一滝川橋,, 高崎市,L=10.1,単線,Ｉ型桁、ｌ＝２ｘ４．６,,国鉄上越線新前橋～群馬総社間,,＊４２５ 

fuji15781, 1921‐7‐1, 石倉橋,,  高崎市,L=15.7,単線,Ｉ型桁、ｌ＝３ｘ４．６,,国鉄上越線新前橋～群馬総社間,,＊４２５ 

fuji15782, 1921‐7‐1, 第二滝川橋,, 高崎市,L=39.3,単線,鈑桁、ｌ＝３ｘ１２．９、帆柱式架設、,杭基礎,国鉄上越線新前橋～ 

    群馬総社間,,＊４２５ 

fuji15783, 1921‐7‐1, 牛頭川橋(下り）,, 高崎市,L=12.2,単線,鈑桁、ｌ＝１２．２,杭基礎,国鉄上越線群馬総社～八木原間,,＊４２５＊５６５ 

fuji15784, 1921‐7‐1, 吉岡川橋,,  吉岡町,L=20.5,単線,鈑桁、ｌ＝３ｘ６．１,,国鉄上越線高崎～渋川間,,＊４２５＊５６５ 

fuji15785, 1921‐7‐1, 滝ノ沢橋,,  渋川市,L=40.2,単線,鈑桁、ｌ＝４ｘ９．１,杭基礎,国鉄上越線群馬総社～八木原間,, 

    ＊４２５＊５６５ 

fuji15786, 1921‐7‐1, 茂沢川橋,,  渋川市,L=12.2,単線,鈑桁、ｌ＝１２．９,杭基礎,国鉄上越線八木原～渋川間,,＊４２５＊５６５ 

fuji15787, 1921‐7‐1, 平沢川橋,,  渋川市,L=12.2,単線,鈑桁、ｌ＝１２．９,杭基礎,国鉄上越線八木原～渋川間,,＊４２５ 

fuji15788, 1921‐, 第二中堀橋,（なかぼり）, 前橋市,,単線,鈑桁,,国鉄上越線,,＊４５１＊５６５ 

fuji15789, 1921‐, 二俣関橋,,  高崎市,,単線,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji15790, 1921‐, 第一浜尻橋,, 高崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji15791, 1921‐, 第三浜尻橋,, 高崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 
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fuji15792, 1921‐, 井野村堰橋,, 高崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji15793, 1921‐, 運炭線橋,,  安中市（松井田町）,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji15794, 1921‐, 鷹ノ巣堰橋(下り）,, 安中市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji15845, 1921‐7‐1, 落合橋,,  渋川市,,鉄道 ,鉄橋,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji15856, 1921‐4‐1, 広東橋,,  前橋市,L=11.3,ｂ=2.2,ＲＣ橋,,,, 

fuji15857, 1921‐6‐1, 十六本橋,（じゅうろっぽん）, 前橋市,L=16.8,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,広瀬川,＊４５１ 

fuji15920, 1921‐6‐1, 千歳橋,,  長野原町,,道路 ,,明治初年から吊橋,,吾妻川, 

fuji15990, 1921‐, 欄干橋,,  太田市（韮川村）,L=10,ｂ=3.9,木桁橋,,,用水路, 

fuji15991, 1921‐6‐20, 川浦橋,,  高崎市（倉渕村）,,道路 ,木桁橋,,,烏川 , 

fuji16075, 1922‐, 第一号水路橋,, 長野原町,L=61.2,水路 ,ＲＣア－チ,,熊川第一発電所用水路,,＊４５１＊７０１ 

fuji16076, 1922‐, 第二号水路橋,, 長野原町,L=37.7,水路 ,ＲＣア－チ,,熊川第一発電所用水路,,＊４５１＊７０１ 

fuji16077, 1922‐, 小日向橋,（おびなた）, みなかみ町（月夜野町）,L=38.4,水路 ,ＲＣア－チ,,小松発電所用水路,,＊４５１＊７０１ 

fuji16078, 1922‐, 吉平橋,（よしだいら）, みなかみ町（月夜野町）,L=9.4,水路 ,ＲＣア－チ,,小松発電所用水路,,＊４５１＊７０１ 

fuji16130, 1922‐7‐1, 桐生橋,（きりゅう）, 桐生市,L=45.5,ｂ=6,鋼魚型トラス、ｌ＝２９,これ迄は木桁橋（常木橋）、１９７３年架け替え,, 

    新川,＊７１６ 

fuji16207, 1922‐, 馬村橋(下り）,, 前橋市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji16299, 1922‐, 江木橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,川,＊５６５ 

fuji16300, 1922‐, 新貝橋,,  前橋市,L=12.7,ｂ=2.2,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji16374, 1922‐, 文化橋（旧・八千代橋）,（ぶんか）, 沼田市（白沢村）,,道路 ,,,,片品川, 

fuji16375, 1922‐6‐1, 千歳橋（追貝刎橋）,, 渋川市（赤城村）,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji16442, 1922 頃, 大鹿橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路,木造方杖橋,,,利根川, 

fuji16443, 1922‐11‐1, 神明橋,,  太田市（休泊村）,L=10,ｂ=5.5,木桁橋,,,用水路, 

fuji16444, 1922‐11‐1, 韮川橋,,  太田市（休泊村）,L=6.7,ｂ=5.5,木桁橋,,,用水路, 

fuji16445, 1922‐11‐1, 田中橋,,  太田市（休泊村）,L=5.5,ｂ=5.5,木桁橋,,,用水路, 

fuji16446, 1922‐11‐1, 長藤橋,,  太田市（矢場川村）,L=8.1,ｂ=5.5,木桁橋,,,用水路, 

fuji16447, 1922‐11‐1, 両毛橋,,  太田市（矢場川村）,L=10.9,ｂ=5.5,木桁橋,,,用水路, 

fuji16448, 1922‐9‐1, 新橋,,  伊勢崎市,,道路 ,木造橋、橋床はＲＣ,,,広瀬川 , 

fuji16449, 1922‐11‐1, 上武橋,（じょうぶ）, 藤岡市（鬼石町）,,道路 ,木橋,,,神流川 , 

fuji16501, 1923‐11‐1, 小袖橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,ｂ=3,吊橋、トラス補剛,,,赤谷川, 

fuji16502, 1923‐11‐1, 君ケ原橋,,  昭和村（久呂保村）,,,吊橋,落橋、群衆荷重による,,, 

fuji16503, 1923‐, 宮田橋（佐又橋）,, 渋川市（子持村）,,,鉄線吊橋,,,利根川, 

fuji17007, 1923‐, 天台橋,（てんだい）, 前橋市,L=5,道路 ,,,,,＊４５１ 

fuji17008, 1923‐, 風呂川橋,（ふろがわ）, 前橋市,L=5,道路 ,,,,,＊４５１ 

fuji17075, 1923‐6‐1, 久留万橋,,  前橋市,L=13.2,ｂ=14.6,木橋,,,広瀬川, 

fuji17076, 1923‐6‐1, 相生橋,,  前橋市,L=13.2,ｂ=5.5,木橋,,,, 

fuji17077, 1923‐6‐1, 柳橋,（やなぎ）, 前橋市,L=13.2,ｂ=9.1,木橋,,,, 

fuji17129, 1924‐, 稲荷橋,（いなり）, 桐生市,,,木造吊橋,,,桐生川, 

fuji17201, 1924‐3‐31, 第一利根川橋（上り）,（とねがわ）, 渋川市,L≒２４３,単線 ,上路プラットトラス、ｌ＝３ｘ４７、三菱造船製、鈑桁、 

    ｌ＝５ｘ１８、手延架設、Ｅ４０荷重,井筒基礎,国鉄上越線渋川～敷島間,利根川 , 

    ＊２４６＊４２５＊４４６＊４５１＊５４０＊６３８ 

fuji17202, 1924‐3‐31, 第二利根川橋(上り),（とねがわ）, 渋川市（赤城村）,L≒１５８,単線 ,上路プラットトラス、ｌ＝２ｘ４７、 

    エレクショントラス架設、鈑桁、ｌ＝３ｘ１９．２、操重車架設、トラスは三菱造船製,直接基礎, 

    国鉄上越線津久田～岩本間,利根川 ,＊２４６＊４２５＊４４６＊５４０＊６３８ 

fuji17203, 1924‐3‐31, 第三利根川橋（下り）,（とねがわ）, 渋川市（赤城村）,L≒２３５,単線 ,上路プラットトラス、ｌ＝２ｘ４７、鈑桁、 

    ｌ＝（１＋６）ｘ１９．２、トラスは三菱造船製,直接基礎,国鉄上越線津久田～岩本間, 

    利根川,＊２４６＊４２５＊４４６＊５４０＊５６５＊６３８ 

fuji17204, 1924‐3‐31, 第四利根川橋(下り),（とねがわ）, 渋川市（赤城村）,L≒８０,単線 ,上路ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ６２．５、鈑桁、 

    ｌ＝１ｘ９．８＋１ｘ６、Ｅ４０荷重、トラスは東京石川島造船所製,直接基礎,国鉄上越線 

    津久田～岩本間,利根川 ,＊２４６＊４２５＊４４６＊５４０＊５６５＊６３８ 

fuji17205, 1924‐, 戸鹿野橋,（とがの）, 沼田市（用田村）,L=43.4,ｂ=5.5,ワ－レントラス、ｌ＝４２、木床、製作、月島機械、架設は 

    千葉鉄道連隊による,下部工：萬屋組、木床版を後ＲＣ床に改修、これ迄に１９回架け 

    替え．1971 年橋門構改造、1991年橋床改造、１９８３年歩道添加,,利根川 , 

    ＊２０９＊４２１＊４４７＊５５５＊５６５＊６３８ 

fuji17264, 1924‐3‐31, 第五利根川橋,（とねがわ）, 沼田市,L≒１１４,単線 ,鈑桁、ｌ＝５ｘ２１、那波式デリック架設,石積橋脚,国鉄 

    上越線岩本～沼田間,利根川,＊４２１＊４２５＊４５１＊５４０ 

fuji17265, 1924‐3‐31, 天竜川橋,,  渋川市（赤城村）,L=9.1,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．１,,国鉄上越線渋川～佃間,,＊４２１＊４２５ 

fuji17266, 1924‐3‐31, 船戸川橋,,  渋川市（赤城村）,L=9.1,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．１,,国鉄上越線渋川～佃間,,＊４２５ 

fuji17267, 1924‐3‐31, 沼尾川橋,,  渋川市（赤城村）,L=18.3,単線 ,鈑桁、ｌ＝１８．３,,国鉄上越線渋川～佃間,,＊４２５ 

fuji17268, 1924‐3‐31, 八沢川橋,,  沼田市,L=12.2,単線 ,鈑桁、ｌ＝１２．２,,国鉄上越線岩本～沼田間,,＊４２５ 

fuji17269, 1924‐10‐3, 上流鏑川橋,, 富岡市,L≒１１１,単線 ,鈑桁、楠本製作所（大阪）製,,上信電鉄上州福島～東富岡間, 

    鏑川,＊５６５ 

fuji17270, 1924‐10‐3, 下流鏑川橋,, 高崎市（吉井町）,L≒１５４,単線 ,鈑桁、ｎ＝８（？）、楠本製作所（大阪）製,,上信電鉄 

    西山名～吉井間,鏑川,＊５６５ 

fuji17271, 1924‐10‐3, 三途川橋,,  甘楽町,,単線 ,鈑桁,,上信電鉄上州新屋駅,三途川,  

fuji17272, 1924‐10‐3, 天引川橋,,  高崎市（吉井町）,,単線 ,鈑桁,,上信電鉄西吉井～上州新屋間,天引川,  

fuji17273, 1924‐10‐3, 大沢川橋,,  高崎市（吉井町）,,単線 ,鈑桁,,上信電鉄西吉井～吉井間,天引川,  

fuji17274, 1924‐10‐3, 中ツ川橋,,  高崎市,,単線 ,トラフガ－ダ－,,上信電鉄南高崎～根小屋間,中ツ川,  

fuji17275, 1924‐10‐3, 烏川橋,（からすかわ）, 高崎市,L=256.5,単線,鈑桁、楠本製作所（大阪）製,,上信電鉄南高崎～根小屋間,烏川 ,＊２８０ 

fuji17531, 1924‐, 上野橋, ,  前橋市,L=5.5,ｂ=4.5,,,,,＊４５１ 

fuji17532, 1924‐, 瀬戸橋,（せと）, 前橋市,L=6.5,ｂ=3.5,,,,,＊４５１ 

fuji17615, 1924‐, 北橋,,  渋川市（赤城村）,L=14.6,道路 ,木桁橋、ｌ＝１ｘ７．３＋２ｘ３．７,,,内川,＊４２５ 

fuji17616, 1924‐, 下川田橋,,  沼田市,L=23,道路 ,木桁橋、ｌ＝３．５＋４．９＋６．７＋６．１,,,,＊４２５ 
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fuji17668, 1925‐, 栄橋,,  長野原町,,,吊橋、木造補剛トラス、木塔,,,吾妻川 ,＊４６４ 

fuji17699, 1925‐, 渋川発電所水路橋,, 渋川市,L=100,水路,ＲＣア－チ、ｌ＝２０、ｎ＝５,,,,＊７０１ 

fuji17767, 1925‐4‐1, 錦桜橋,（きんおう）, 桐生市錦町,L=139,ｂ=6,ワ－レントラス、ｌ＝３ｘ４５．７、製作、桜田機械製造所、架設は 

    赤羽工兵隊の指導で水戸工兵隊による,井筒基礎、左岸側、１９４７年破損,,渡良瀬川 , 

    ＊２０９＊４２１＊４４６＊５５５＊５６５＊６３８＊７１６ 

fuji17768, 1925‐, 甘楽橋,（かんら）, 富岡市（福島町）,L=123,ｂ=5.5,上路ワ－レントラス、ｌ＝３７、ｎ＝３,１９６９年架け替えて 

    富岡大橋となる,,鏑川,＊２０９ 

fuji17769, 1925‐4‐1, 鮎川橋,,  藤岡市（美土里村）,,道路 ,ワ－レントラス,,,鮎川, 

fuji17770, 1925‐, 利根川橋,（とねがわ）, 前橋市,,単線 ,プラットトラス、ｌ＝６２．５、ｎ＝２、Ｅ４０荷重,１９８６年架け替え、Ｌ＝２２０、 

    単線、上路トラス、ｌ＝６３．６＋８８．４＋６３．６,国鉄両毛線前橋～新前橋間, 

    利根川,＊２００＊２０３＊２４６＊７１６ 

fuji18048, 1925‐, 泉沢橋,,  前橋市,,道路,鋼橋,,,大正用水」,＊５６５ 

fuji18066, 1925‐, 鳴沢橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji18067, 1925‐, 哲岩橋,,  長野原町,L=11.2,ｂ=5.3,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji18342, 1925‐9‐1, 眼鏡橋,,  桐生市,L=13.7,ｂ=4.9,木造方杖橋,,,, 

fuji18480, 1926‐, 福島橋,（ふくじま）, 玉村町,L=219.7,ｂ=5.5,トラス、ｌ＝５０＋６１．４＋５０、鈑桁、上部工：横河橋梁,これ迄は渡船、 

    １９６９年頃、歩道橋添加、ｂ＝２２、本橋と同形式、１９８４年１０月２３日架け替え、Ｌ＝２２０、 

    ｂ＝７．５＋２＠２．５、鋼ニ－ルセンロ－ゼ、ｌ＝２ｘ１０８．７,,利根川,＊２６２＊４２１ 

fuji18576, 1926‐, 沼田橋,,  沼田市,,単線,鈑桁,,国鉄上越線,, 

fuji18577, 1926‐11‐20,薄根川橋,,  沼田～後閑沼田市,L=102.4,単線,鈑桁、ｌ＝１０ｘ９．１,,国鉄上越線沼田～後閑,薄根川,＊４２５ 

fuji18578, 1926‐11‐20,四釜川橋,,  沼田～後閑沼田市,L=19.5,単線,鈑桁、ｌ＝２ｘ９．１,,国鉄上越線沼田～後閑,,＊４２５ 

fuji18749, 1926‐, 孫六橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji18750, 1926‐, 真田橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji18751, 1926‐, 紺屋橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji18752, 1926‐, 天神橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji18753, 1926‐, 河原橋,,  昭和村（糸之瀬村）,L=25,道路 ,ＲＣ床版橋,,,, 

fuji18754, 1926‐12‐1, 原田橋,,  川場村,L=5,ｂ=4.3,ＲＣ床版橋,,,, 

fuji18973, 1926‐, 相生橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,,,, 

fuji18974, 1926‐1‐1, 栄橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,１９４７年９月流失,,広瀬川, 

fuji18975, 1926‐, 赤亀橋,（あかがめ）, 前橋市,L=7,ｂ=4,,,,,＊４５１ 

fuji19036, 1926‐11‐1, 新川橋,,  桐生市,,道路 ,木橋,,,新川, 

fuji19085, 1927‐5‐1, 久呂保橋,,  昭和村（久呂保村）,,,吊橋、単径間、トラス補剛、鉄柱、木桁橋,創架、１９３３年再架． 

    １９３５年９月２５日流失,,利根川 , 

fuji19086, 1927‐, 緑埜橋,,  藤岡市,,,吊橋,1944 年橋脚を永久橋化,,鮎川, 

fuji19201, 1927‐1‐1, 吾妻橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,ｂ=4.2,トラス、Ｌ＝１６４、木橋、Ｌ＝１２９、一部をトラスに架替え,,,吾妻川, 

fuji19300, 1927‐3‐19, 八瀬川橋,,  太田市,,単線 ,Ｉ型桁、ｌ＝５．２,木杭基礎,東武桐生線太田～三枚橋間,, 

fuji19301, 1927‐3‐19, 下浜田川橋,, 太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武桐生線太田～三枚橋間,, 

fuji19302, 1927‐3‐19, 八瀬川放水路橋,, 太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１８．７,ＲＣ杭基礎,東武桐生線太田～三枚橋間,, 

fuji19303, 1927‐3‐19, 市道足仲線架道橋,, 桐生市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１０．２,ＲＣ杭基礎,東武桐生線新桐生～相老間,, 

fuji19304, 1927‐3‐19, 両毛線横断高架橋橋,, 桐生市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６．７,木杭基礎,東武桐生線新桐生～相老間,, 

fuji19503, 1927‐, 玉置橋,,  玉村町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji19504, 1927‐9‐1, 芳沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=3.8,ｂ=5.2,ＲＣ橋,,,, 

fuji19505, 1927‐, 赤城橋,,  前橋市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji19648, 1927‐, 鶴生田橋,,  館林市,,道路 ,石橋,,,,＊５６５ 

fuji19675, 1927‐, 新布橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,,,赤谷川, 

fuji19812, 1928‐, 昭和橋,,  安中市,,,無補剛吊橋、木床、ＲＣ塔,,,, 

fuji19847, 1928‐, 御倉橋,（みくら）, 高崎市,L=33.2,ｂ=4.3,ＲＣオ－プンア－チ＋ＲＣ桁橋,,,井野川,＊４２１＊７０１ 

fuji19946, 1928‐, 万延橋,（まんえん）, 昭和村（糸之瀬村）,,道路 ,木造トラス,１９３２年落橋,,片品川, 

fuji19999, 1928‐10‐30,諏訪沢橋(下り),, みなかみ町（月夜野町）,L=87.1,単線 ,鈑桁、ｌ＝２ｘ９．１＋１ｘ６．１,,国鉄上越線 

    後閑～上木間,,＊４２５＊５６５ 

fuji20000, 1928‐10‐30,勝浜橋,,  みなかみ町（月夜野町）,L=9.1,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．１,,国鉄上越線後閑～上木間,,＊４２５ 

fuji20001, 1928‐10‐30,小松橋,,  みなかみ町（月夜野町）,L=18.3,単線 ,鈑桁、ｌ＝１８,,国鉄上越線後閑～水上間,,＊４２５ 

fuji20002, 1928‐10‐30,野馬沢橋(下り),, みなかみ町（月夜野町）,L=29.9,単線 ,鈑桁、ｌ＝３ｘ９．１,,国鉄上越線後閑～水上間,, 

    ＊４２５＊５６５ 

fuji20003, 1928‐10‐30,奈女沢橋,,  みなかみ町（月夜野町）,L=25.8,単線 ,鈑桁、ｌ＝２ｘ１２．２,,国鉄上越線上牧～水上間,,＊４２５ 

fuji20004, 1928‐10‐30,阿寺沢橋,,  みなかみ町（水上町）,,単線 ,鈑桁、ｌ＝８．２,,国鉄上越線上木～水上間,, 

fuji20005, 1928‐10‐30,鹿野沢橋(下り),, みなかみ町（水上町）,L=39.3,単線 ,鈑桁、ｌ＝３ｘ１２．９,,国鉄上越線上牧～水上間,,＊４２５ 

    ＊５６５ 

fuji20006, 1928‐11‐10,桃木川橋,,  前橋市,,単線,下路鈑桁,,上毛電気鉄道上泉～赤坂間,桃木川, 

fuji20007, 1928‐11‐10,荒砥川橋,,  前橋市,,単線,鈑桁（パウナル？）、ｎ＝４、桁は再用品,１９４７年改造,上毛電気鉄道大胡～ 

    樋越間,荒砥川, 

fuji20008, 1928‐11‐10,粕川橋,,  前橋市,L=42,単線,鈑桁、ｎ＝４,,上毛電気鉄道新屋～粕川間,粕川, 

fuji20009, 1928‐11‐10,鏑木川橋, ,  桐生市,,単線,鈑桁,,上毛電気鉄道新川～新里間,渡良瀬川, 

fuji20010, 1928‐11‐10,渡良瀬川橋,（わたらせがわ）, 桐生市,,単線,鈑桁、ｌ＝８ｘ１８,架け替え、ｎ＝５？,上毛電気鉄道富士山下～ 

    丸山下間,渡良瀬川, 

fuji20011, 1928‐, 三宅橋,,  藤岡市（鬼石町）,,道路 ,鈑桁,,,,＊５６５ 

fuji20317, 1928‐, 都谷沢橋(下り),, みなかみ町（月夜野町）,,単線,ＲＣ桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji20318, 1928‐, 西上橋,,  伊勢崎市,,道路,ＲＣＴ桁,,,水路,＊５６５ 

fuji20746, 1929‐, 兵庫橋,,  ,,,吊橋、鋼索,,,,＊３４０ 

fuji20781, 1929‐, 須川水路橋,（すかわ）, 長野原町,L=59.9,水路 ,ＲＣア－チ、ｌ＝３０．４,,松谷発電所用,,＊４５１＊７０１ 

fuji20832, 1929‐9‐1, 大正橋,（たいしょう）, 渋川市,L=215.7,ｂ=4.6,トラス、ｌ＝２ｘ５０．９、トラスは東京石川島造船所製、ＲＣＴ桁橋、 

    ｌ＝９ｘ１２．１＋１ｘ５,１９７４年１２月１日、平行して新橋を架設、Ｌ＝２２４、ｂ＝６．５＋１．５、 
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    連続トラス、旧橋は歩道橋として利用,,利根川,＊４２１＊４５１＊５５５＊５６５＊５９３＊６３８ 

fuji20833, 1929‐4‐1, 鷺石橋,（さぎいし）, 沼田市,L=104.6,ｂ=5.5,トラス、ｌ＝２ｘ４９．４、桁橋、ｌ＝１ｘ４．９、上部工：浅野造船所, 

    １９７０年下流側に平行して新・鷺石橋を架設、Ｌ＝１０１．８、ｂ＝７．５連続鈑桁、 

    ｌ＝２＠５０．４、旧橋は歩道橋として利用,,利根川,＊２８０＊４２１＊４５１＊４５６＊５５５ 

    ＊５６５＊６３８ 

fuji20834, 1929‐, 新開橋,,  伊勢崎市,,道路 ,トラス,,,広瀬川,＊５６５ 

fuji20835, 1929‐9‐6, 伊香保ケーブル橋,, 渋川市（伊香保町）,L=150,単線,上路トラス、ｎ＝４、設計：増田淳,１９４４年休止, 

    関東鋼索鉄道（伊香保ケーブル鉄道）,,＊８２７ 

fuji21000, 1929‐4‐1, 大箇野排水橋,, 板倉町,,単線 ,鈑桁、ｌ＝８．２,杭基礎,東武日光線蒲生～藤岡間,, 

fuji21001, 1929‐4‐1, 板倉排水橋,, 板倉町,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１９．２,杭基礎,東武日光線蒲生～藤岡間,, 

fuji21002, 1929‐4‐1, 仲伊谷田排水橋,, 板倉町,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１２．９,杭基礎,東武日光線蒲生～藤岡間,, 

fuji21003, 1929‐4‐1, 第二旧渡良瀬橋,, 板倉町,,単線 ,鈑桁、ｌ＝９．８,杭基礎,東武日光線蒲生～藤岡間,, 

fuji21281, 1929‐8‐1, 岩田橋,,  川場村,L=19.4,ｂ=4.5,鋼方杖桁橋,,,, 

fuji21294, 1929‐, 御鉾橋,,  神流町,,道路,鋼橋,,,神流川, 

fuji21352, 1929‐, 清水橋,,  伊勢崎市（赤堀町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji21353, 1929‐, 午王頭橋,,  吉岡町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,午王頭川,＊５６５ 

fuji21354, 1929‐, あづま橋,,  安中市,,道路 ,ＲＣ桁,,,, 

fuji21355, 1929‐3‐1, 昭和橋,,  板倉町,L=18,ｂ=2.7,ＲＣ橋,,,, 

fuji21356, 1929‐, 北境川橋,,  富岡市,,道路,ＲＣ橋,,,中沢川,＊５６５ 

fuji21357, 1929‐, 日影橋,,  富岡市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji21358, 1929‐, 輪見橋,,  藤岡市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji21359, 1929‐, 加法師橋,,  館林市,,道路 ,ＲＣ橋,,,加法師川,＊５６５ 

fuji21360, 1929‐, 鶴生田橋,,  館林市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,鶴生田川,＊５６５ 

fuji21361, 1929‐, 清水橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji21362, 1929‐, 中山２号橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji21363, 1929‐, 中山１号橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji21551, 1929‐, 藤川橋,,  前橋市,L=5.5,ｂ=0.4,永久橋,,,, 

fuji21593, 1929‐, つねや橋,,  安中市,,道路 ,桁橋,,,, 

fuji21594, 1929‐6‐1, 諏訪橋,,  前橋市,L=11.5,ｂ=10.5,,,,広瀬川, 

fuji21595, 1929‐6‐1, 新東橋,,  前橋市,L=10.9,ｂ=7.3,,,,広瀬川, 

fuji21596, 1929‐, 北代田橋,（きたしろた）, 前橋市,L=12,道路,,,,桃の木川,＊４５１ 

fuji21597, 1929‐, 駒形橋,（こまがた）, 前橋市,L=20,ｂ=8,,,,,＊４５１ 

fuji21737, 1930‐ , 岩倉橋,（いわくら）, 玉村町,,道路,吊橋、鋼補剛トラス、鋼塔、木桁橋,１９３５年流失,,烏川,  

fuji21745, 1930‐, 塩畑堂橋,,  甘楽町,,,吊橋、鋼索,,,鏑川,＊３４０ 

fuji21746, 1930‐, 東橋,,  ,,,吊橋、鋼索,,,,＊３４０ 

fuji21747, 1930‐, 八千代橋,,  ,,,吊橋、鋼索,,,,＊３４０ 

fuji21748, 1930‐7‐25, 谷川橋,,  みなかみ町（水上町）,,,吊橋、無補剛,,,谷川, 

fuji21838, 1930‐, 東橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=216,ｂ=5,トラス、ｌ＝５４,,,吾妻川, 

fuji21839, 1930‐10‐16,烏川橋（上り）,（からすがわ）, 藤岡市,L=419.3,単線,ワ－レントラス、ｌ＝５ｘ４７．１、Ｅ４０荷重、横河橋梁製, 

    井筒基礎、１９７３年４月架け替え、Ｌ≒４１７、トラス、ｌ＝４ｘ６２．４＋３ｘ５４,国鉄高崎線 

    新町～倉賀野間,烏川 ,＊２４６＊２８０＊４４６＊４５１＊６３８ 

fuji21840, 1930‐7‐27, 柳瀬橋 ,（やなせ）, 高崎市（岩鼻村）,L=308.6,ｂ=7.2,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝９ｘ３２．５、上部工：日本橋梁, 

    井筒基礎、これ迄は木桁橋、１９５２年伸長、ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝４０、計Ｌ＝３４９．３、 

    １９７７年、歩道添加、ｂ＝４．８,,烏川,＊１６９＊２０９＊２２２＊２８０＊４２１＊４５１＊５５５ 

    ＊６３８ 

fuji21841, 1930‐, 大鹿橋（つわもの橋）,, みなかみ町（水上町）,L=30.6,ｂ=5.4,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０、東北本線荒川橋 

    （複線型）を道路橋に改造して再用、清水トンネル工事用軽便鉄道、軌間２ｆｔ６ｉｎを通す、 

    架設は鉄道第一、第二連隊による、,,,利根川 ,＊５４０ 

fuji21985, 1930‐, 伊勢崎第一橋,, 伊勢崎市,,単線 ,Ｉ型桁,後・並列補強,国鉄両毛線,,＊５６５ 

fuji21986, 1930‐, 粕川橋,,  伊勢崎市,,単線 ,鈑桁,,国鉄両毛線伊勢崎～国定間,粕川,＊５６５ 

fuji21987, 1930‐, 諏訪川橋,,  桐生市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄両毛線,,＊５６５ 

fuji21988, 1930‐, 貝沢堰橋(下り）,, 高崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄上越線,,＊５６５ 

fuji21989, 1930‐, 清水堀橋(上り）,, 高崎市,,単線 ,鈑桁,,国鉄高崎線,,＊５６５ 

fuji22255, 1930‐, 妙義橋（下り）,, 安中市（松井田町）,,単線,ＲＣ桁,,国鉄信越線,,＊５６５ 

fuji22256, 1930‐, 水越橋,,  甘楽町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji22257, 1930‐, 境沢橋,,  南牧村,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji22258, 1930‐, 寿崎橋,（すさき）, 富岡市（妙義町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji22259, 1930‐, 黒石橋,,  藤岡市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji22260, 1930‐, 湯沢橋,,  桐生市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji22261, 1930‐, 花見橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,,＊５６５ 

fuji22262, 1930‐, 北城橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,早瀬川,＊５６５ 

fuji22603, 1930‐3‐1, 元宿橋,,  桐生市,,道路 ,木橋,,,新川, 

fuji22604, 1930‐3‐1, 夜後橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,木造方杖橋（？）,,,,＊５５３ 

fuji22675, 1931‐5‐20, 宮田橋(佐俣橋),, 渋川市（赤城村・横野村）,L=103,ｂ=3,吊橋、単径間、無補剛、木造、木塔、関東水電、 

    菅技師の設計、木桁橋,１９３５年９月２０日木桁橋部流失,,利根川 , 

fuji22676, 1931‐9‐1, 上妻橋,（かみつま）, 中之条町,L=80,道路 ,木造吊橋,初代は大正時代、ロープの上に板を渡しただけの吊橋,, 

    四万川, 

fuji22693, 1931‐, 只川橋,（ただかわ）, 富岡市（吉田村）,L=82.4,ｂ=6.4,鋼２ヒンジブレ－スドリブア－チ、ｌ＝６０．６、Ｉ型桁橋、 

    ｌ＝９．１＋１２、設計：荒井、力（群馬県）、上部工：横河橋梁,１９７８年上流側に歩道橋併設、 

    鋼方杖橋,,鏑川 ,＊２０９＊２２４＊２６２＊４２１＊４４６＊４５１＊５５５＊５６５＊６３８ 

fuji22706, 1931‐, 東橋,（あずま）, 沼田市（利根村）,L=31,ｂ=5.5,ＲＣオ－プンア－チ、ｆ＝５．６、ｌ＝２１．７,１９４５年、１９６６年 

    上流側に鈑桁を架設し拡幅、ｂ＝７．５,,,＊４２１＊５５５＊７０１ 



ｆ10 群馬県 

 １２ 

fuji22707, 1931‐7‐1, 桜木橋,,  桐生市,L=7.3,ｂ=10,ＲＣア－チ（桁？）,,,水路 , 

fuji22752, 1931‐6‐15, 坂東大橋,（ばんどうおお）, 伊勢崎市,L=917.5,ｂ=5.5,ワ－レントラス、ｌ＝６ｘ６２．２、鈑桁、ｌ＝（６ｘ２２．２）＋ 

    （１３ｘ２２．２＋２ｘ１９．１）、トラス区間は単線鉄道分の幅員をもとる、設計：木村融（群馬県）、 

    上部工：横河橋梁,井筒基礎、下部工：加藤金次郎（富山県）、１９３１年９月２１日震害、 

    １９６５年拡幅（トラス区間は鉄道分を利用、鈑桁区間は拡幅）、ｂ＝９．７、２００４年３月６日 

    架け替え、Ｌ＝９３６、ｂ＝２３．２、鋼斜張橋、ｌ＝２００＋鋼連続箱桁,,利根川,＊１６９＊１９５ 

    ＊２０９＊２６２＊４２１＊４５１＊５５５＊５６５＊５７５＊６３８ 

fuji22753, 1931‐, 吾妻橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=172.8,ｂ=4.5,ワ－レントラス、ｌ＝４２．７、ｎ＝４、全橋、トラスに架替え、 

    ＲＣ床,１９６３年大修理,,吾妻川, 

fuji22754, 1931‐4‐26, 森下橋,,  高崎市（榛名町）,L=64.5,ｂ=5.4,鋼プラットトラス、ｌ＝３１、ｎ＝２、上部工：松尾鉄骨橋梁,,, 

    烏川 ,＊５６５ 

fuji22755, 1931‐9‐1, 第七利根川橋(上り) ,（とねがわ）, みなかみ町（水上町）,L≒６０,単線 ,トラス、ｌ＝４７、ケ－ブル架設、鈑桁、 

    ｌ＝１２．２、上部工：東京石川島造船所,直接基礎,国鉄上越線水上～湯檜曽間,利根川 , 

    ＊４２５＊４４６＊５４０＊６３８ 

fuji22756, 1931‐9‐1, 第八利根川橋 (上り) ,（とねがわ ）, みなかみ町（水上町）,L≒１０６,単線 ,上路トラス、ｌ＝４７．０５、鈑桁、 

    ｌ＝３ｘ１９．２、上部工：川崎車両,直接基礎,国鉄上越線水上～湯檜曽間,利根川 , 

    ＊４２５＊４４６＊５４０＊６３８ 

fuji22757, 1931‐9‐1, 幸知陸橋,,  みなかみ町（水上町）,L≒１２４,単線 ,トラス、ｌ＝３０．５、鈑桁、ｌ＝９ｘ９．１,,国鉄上越線 

    水上～湯桧曽間,,＊４２５＊５４０ 

fuji22807, 1931‐8‐10, 聖石橋,（ひじりいし）, 高崎市,L=172,ｂ=6.4,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝２７、ｎ＝７,井筒基礎、１９１０年流失、これ迄は 

    木桁橋、１９６１年扛上、１．１ｍ、伸長、鈑桁、ｎ＝３、計、Ｌ＝２７０．３、ｌ＝２３＋２５．９ 

    ＋２２．６＋２５．９＋２２．６＋２５＋２３＋１９．３５＋２５．６＋２５．３＋２５．６、１９６７年拡幅、 

    ｂ＝１１．７、１９７０年歩,,烏川 ,＊２８０＊４２１＊４５１＊７１６ 

fuji22907, 1931‐10‐6, 君ケ代橋,（きみがよ）, 高崎市,２２５．５（２０８．６？）,ｂ=8.2,鈑桁、ｌ＝２０、ｎ＝１０、上部工：横河橋梁,井筒基礎、 

    １９８８年取り付け高架を含めて架け替え完了、橋は、Ｌ＝２２１．８、ｂ＝２ｘ（８＋２）、鋼箱桁 

    ＋鈑桁,,烏川 , 

fuji22908, 1931‐, 恋沢川橋,,  高崎市,,単線,Ｉ型桁,,国鉄高崎線,, 

fuji22909, 1931‐7‐1, 根岸橋,,  藤岡市,,単線 ,鈑桁,,国鉄八高線丹荘～群馬藤岡間,,＊５６５ 

fuji22910, 1931‐7‐1, 美九里避溢橋,, 藤岡市,,単線 ,鈑桁,,国鉄八高線,,＊５６５ 

fuji22911, 1931‐7‐1, 神流川橋,（かんながわ）, 藤岡市,５１６（４９７．７？）,単線,鈑桁,井筒基礎,国鉄八高線群馬藤岡～丹荘間, 

    神流川 ,＊１７３＊１８０＊４５１＊５６５ 

fuji22912, 1931‐7‐1, 大間堀橋,,  藤岡市,,単線,I型桁,,国鉄八高線,,＊５６５ 

fuji22913, 1931‐9‐1, 第六利根川橋(上り) ,（とねがわ）, みなかみ町（水上町）,L≒２２０,単線,鈑桁、ｌ＝９ｘ２１．３＋１ｘ１２、２、手延架設、 

    横河橋梁製,直接基礎,国鉄上越線水上～湯檜曽間,利根川,＊４２５＊４４６＊５４０＊６３８ 

fuji22914, 1931‐9‐1, 第一吉本橋,, みなかみ町（水上町）,L≒７８,単線,鈑桁、ｌ＝４ｘ１８．３、木造総足場架設、,,国鉄上越線 

    水上～湯檜曽間,,＊４２５＊５４０ 

fuji22915, 1931‐9‐1, 第二吉本橋,, みなかみ町（水上町）,L≒６,単線,鈑桁、ｌ＝６．１,,国鉄上越線水上～湯檜曽間,跨東電水路 

    ＊４２５＊５４０ 

fuji22916, 1931‐9‐1, 井戸沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L≒６,単線,鈑桁、ｌ＝６．１,,国鉄上越線水上～湯檜曽間,,＊５４０ 

fuji22917, 1931‐9‐1, 第一湯檜曽川橋(上り),, みなかみ町（水上町）,L≒６８,単線,鈑桁、ｌ＝３ｘ２１．３（＋１ｘ３０．５、？）,,国鉄上越線 

    水上～湯檜曽間,,＊４２５＊５４０＊５６５ 

fuji22918, 1931‐9‐1, 赤沢橋(上り),, みなかみ町（水上町）,L≒３２,単線,鈑桁、ｌ＝２１．３＋１ｘ９．１、,,国鉄上越線 

    水上～湯檜曽間,,＊４２５＊５４０＊５６５ 

fuji22919, 1931‐9‐1, 第二湯檜曾川橋(上り),, みなかみ町（水上町）,L≒４０,単線,鈑桁、ｌ＝４ｘ９．１,,国鉄上越線土合～土樽間,, 

    ＊４２５＊５４０＊５６５ 

fuji22920, 1931‐, 七曲橋,,  安中市,,道路 ,鈑桁、上部工：浅野造船所,,,碓氷川,＊４５６＊５６５ 

fuji23059, 1931‐10‐1, 湯檜曽橋,,  みなかみ町（水上町）,L=29.1,ｂ=5.2,鋼橋,,,湯檜曽川, 

fuji23133, 1931‐3‐1, 境橋,（さかい）, 桐生市,L=107.8,ｂ=6.4,ＲＣＴ桁、ｌ＝１０．９、ｎ＝９,これ迄は木橋、１９４８年出水で大被害、 

    １９５０年補修,,桐生川,＊７０６ 

fuji23134, 1931‐, 八ツ場橋,（やんば）, 長野原町,L=12.2,ｂ=5.6,ＲＣＴ桁,,,八ツ場沢 , 

fuji23135, 1931‐, 佐賀橋,,  前橋市（粕川村）,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji23312, 1931‐, 井戸沢川水路橋,（いどさわかわ）, 高崎市,L=11.5,水路幅２ｍ,ＲＣ門形ラ－メン、施工：高長組,,,跨県道,＊５５５ 

fuji23404, 1931‐9‐1, 東橋,（あずま）, 新潟県湯沢町,,単線,,,国鉄上越線,,＊４５１ 

fuji23460, 1931‐3‐1, 常盤橋,,  桐生市,L=29,ｂ=4.5,木桁橋,橋脚はＲＣ、１９４７年９月流失,,新川, 

fuji23461, 1931‐12‐1, 東橋,,  桐生市,L=28,ｂ=2.9,木橋,１９４７年流失、仮橋で復旧,,新川, 

fuji23542, 1932‐, 須川橋,,  長野原町,L=34.2,ｂ=5.6,ＲＣオ－プンア－チ,,,白砂川 ,＊７０１ 

fuji23543, 1932‐, 大沢橋,（おおさわ）, 長野原町,L=13,ｂ=5.5,ＲＣア－チ,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji23701, 1932‐, 岩宿用水橋,, みどり市（笠懸町）,,,Ｉ型桁,,,, 

fuji23702, 1932‐, 高橋,,  高崎市,L=18,ｂ=9.8,鈑桁,,,,＊５６５ 

fuji23703, 1932‐, 碓氷橋,,  安中市（松井田町）（坂本町）,L=17.2,ｂ=6,鈑桁,,,, 

fuji23838, 1932‐, 打越橋,,  長野原町,L=12.7,ｂ=5.5,鋼方杖橋,,,打越沢, 

fuji23942, 1932‐, 熊野橋,,  千代田町,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji23943, 1932‐, 境橋,,  長野原町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji23944, 1932‐, 常木橋,,  長野原町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji23945, 1932‐, 立石橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji23946, 1932‐, 富士見橋,,  中之条町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji23947, 1932‐, 休泊橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,休泊川,＊５６５ 

fuji23948, 1932‐7‐30, 安楽土橋,（あらと）, 桐生市,L=29,ｂ=6.4,ＲＣ桁、ｌ＝６．４、ｎ＝３,これ迄は木橋、１９３１年流失、震災、 

    １９４７年流失,,新川, 

fuji23949, 1932‐, 室沢橋,,  長野原町室沢,L=19.3,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji23950, 1932‐, 鮎川橋,,  藤岡市,L=227.5,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,鮎川, 

fuji23951, 1932‐, 小山堰橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,, 
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fuji23952, 1932‐, 泉橋,,  前橋市（粕川村）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24269, 1932‐, 新川橋,,  桐生市,L=36.4,ｂ=6,Ｉ型桁を使用した鉄骨コンクリ－ト土橋,,,新川, 

fuji24277, 1932‐, 唐堀橋,,  高崎市（倉渕村）,L=7,道路 ,永久橋,,,, 

fuji24319, 1932‐, 鉄管橋,,  渋川市（北橘村）,L=17.3,ｂ=6.6,,,,東川, 

fuji24320, 1932‐10‐1, 高渡橋,,  中之条町,L=23.5,道路 ,,,,, 

fuji24429, 1932‐, 共栄橋,（きょうえい）, 高崎市,L=118,ｂ=4.5,木造桁橋,,,烏川,＊５５５ 

fuji24500, 1933‐5‐1, 千歳新橋,（ちとせしん）, 長野原町,L=67.6,ｂ=5.5,鋼２ヒンジトラスドア－チ、ｌ＝５３、荷重、６㌧自動車、鋼重１１３．５９㌧、 

    斜め吊り、ケ－ブル架設、上部工：横河橋梁,施工：井上組．旧橋は吊橋、１９６６年主構補強、 

    ＲＣ床版を鋼床版に変更、１９８７年歩道橋添加、ｂ＝２,,吾妻川 ,＊２０９＊４２１＊４４６ 

    ＊５５５＊５６５＊６３８＊７１６ 

fuji24501, 1933‐5‐1, 八ツ場大橋,（やんばおお）, 長野原町,L=45.6,ｂ=5.5,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝３４．８、荷重６㌧自動車、 

    鋼重７１．２９㌧、,１９６６年主構補強、ＲＣ床版を鋼床版にする,, 

    吾妻川,＊２０９＊２２４＊４４６＊４５１＊５６５＊６３８＊７１６ 

fuji24522, 1933‐5‐1, 盛運橋,,  桐生市川岸町,L=30.4,ｂ=9,ＲＣア－チ、ｆ＝１．２、ｌ＝１４．５、ｎ＝２,１９４７年水害補修,,新川 , 

    ＊７０１ 

fuji24523, 1933‐, 長瀞橋,,  南牧村,,道路 ,ＲＣア－チ,,,南牧川,＊５６５ 

fuji24524, 1933‐, 万年橋,（まんねん）, 下仁田町,L=38.5,ｂ=2.8,ＲＣオ－プンア－チ,,,南牧川,＊４２１＊４５１＊７０１ 

fuji24525, 1933‐, 第一号水路橋,, 嬬恋村,L=36.4,水路 ,ＲＣア－チ,,西窪発電所用西横黒軽便線（国鉄横黒線・北上線） 

    黒沢～相野々間,,＊４５１＊７０１ 

fuji24526, 1933‐, 第二号水路橋,, 嬬恋村,L=90.9,水路 ,ＲＣア－チ,,西窪発電所用,,＊４５１＊７０１ 

fuji24527, 1933‐6‐1, 比利根橋 ,（ひとね）, 前橋市,L=15.7,ｂ=13.9,ＲＣア－チ、施工：村井組、,,,広瀬川 ,＊４２１＊４５１＊５５５ 

fuji24627, 1933‐7‐8, 新（信）栄橋,（しんえい）, みどり市（大間々町）,L=62.8,ｂ=5.5,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝２８、ｎ＝３,,,渡良瀬川, 

fuji24666, 1933‐, 紅葉橋,,  安中市（松井田町）,,道路,鈑桁,,,,＊５６５ 

fuji24667, 1933‐, 坂本第一跨線橋,, 安中市（松井田町）,,道路,鈑桁,,,,＊５６５ 

fuji24668, 1933‐, 湯の沢橋,,  安中市（松井田町）,,道路,鈑桁,,,,＊５６５ 

fuji24876, 1933‐, 百目鬼橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24877, 1933‐, 篠山橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24878, 1933‐, 東宮橋,,  長野原町,L=5.9,ｂ=5.9,ＲＣＴ桁,,,用水,＊５６５ 

fuji24879, 1933‐, 富士見橋,,  中之条町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24880, 1933‐, 藤見橋,,  安中市（松井田町）,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji24881, 1933‐, 八幡橋,,  榛東村,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24882, 1933‐, 新打越橋,,  長野原町,L=20,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,打越沢 , 

fuji24883, 1933‐, 境橋,,  伊勢崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji24884, 1933‐, 稲荷橋,（いなり）, 桐生市,,道路 ,ＲＣ橋,,,桐生川, 

fuji24885, 1933‐8‐8, 桐渕橋,（きりぶち）, 富岡市,L=128,ｂ=6.3,ＲＣ桁、n＝１０,１９９８年架け替え、L=２０３、ｂ＝７＋２＠３、 

    ＲＣ連続箱桁,,鏑川, 

fuji24886, 1933‐, 谷沢橋,,  高崎市（吉井町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24887, 1933‐, 諏訪橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji24888, 1933‐, 寺尾橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji24889, 1933‐, 立石橋,,  前橋市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25297, 1933‐, 千代橋,,  長野原町,,道路 ,,,,, 

fuji25298, 1933‐3‐1, 栄橋,,  前橋市,L=12.7,ｂ=5.5,,,,, 

fuji25299, 1933‐, 雀橋,（すずめ）, 前橋市,L=20,道路 ,,,,,＊４５１ 

fuji25461, 1933‐, 上田沢橋,（かみたざわ）, 桐生市（黒保根村）,,道路 ,木橋,１９４４年落橋,,, 

fuji25462, 1933‐, 穴切橋,（あなぎり）, 桐生市,,道路 ,木橋,１９７２年架け替え、Ｌ＝２５、ｂ＝６、ＰＣ桁橋,,桐生川, 

fuji25463, 1933‐, 入野橋,,  高崎市（吉井町）,,道路 ,木橋,これ迄は渡船,,鏑川, 

fuji25464, 1933‐, 八千代橋,,  高崎市,,ｂ=5,木橋,,,碓井川, 

fuji25465, 1933‐11‐1, 妻沼大橋,（めぬまおお）, 太田市,L=799.4,ｂ=5.5,木橋,,,利根川, 

fuji25530, 1934‐10‐30,渡良瀬大橋（旧・早川田橋）,（わたらせおお （さがわだ））, 館林市（渡瀬村）,L=546.6,ｂ=5.5,鋼下路ブレ－スドリブ 

    タイドア－チ、ｌ＝２ｘ６０、鈑桁、ｌ＝１５ｘ１５．７＋１５．５、ｌ＝１５．５＋１１ｘ１５．７、上部工： 

    横河橋梁,井筒基礎、下部工：徳田鹿蔵、１９７４年下流に平行して新橋を架設、Ｌ＝５５１．５、 

    ｂ＝９．８、連続鈑桁、ｌ＝６０．６、１９９６年旧橋撤去、１９９１年４車化,, 

    渡良瀬川 ,＊２０９＊４５１＊５６５ 

fuji25531, 1934‐9‐1, 高津戸橋,（たかつど）, みどり市（大間々町）,L=39.7,ｂ=5.5,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝３６、請負、水谷組（東京）、 

    上部工：東京鉄骨橋梁,旧橋は木造土橋,, 

    渡良瀬川,＊２０９＊２２４＊４２１＊４４６＊５５５＊６３８ 

fuji25532, 1934‐6‐10, 夜後橋,,  みなかみ町（水上町）,L=30,道路 ,ア－チ,,,, 

fuji25666, 1934‐, 花見橋,,  大泉町,,道路,Ｉ型桁,,,,＊５６５ 

fuji25667, 1934‐, 八千代橋,,  高崎市,L=291.6,ｂ=5,鈑桁、木橋,１９６６年流失,,碓氷川 ,＊２８０ 

fuji25938, 1934‐, 中野橋,,  邑楽町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25939, 1934‐, 堀田橋,,  邑楽町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25940, 1934‐, 清明橋,,  中之条町,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji25941, 1934‐, 唐沢橋,,  中之条町,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji25942, 1934‐6‐1, 松見橋,,  中之条町,L=67.1,道路 ,ＲＣ桁,,,名久田川 , 

fuji25943, 1934‐12‐1, 名久田橋,（なくた）, 中之条町,L=32,ｂ=6,ＲＣＴ桁,,,名久田川,＊４５１ 

fuji25944, 1934‐, 樋沢橋,,  南牧村,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25945, 1934‐, 八塩橋,,  藤岡市（鬼石町）,L=8.95,ｂ=7.5,ＲＣＴ桁,,,八塩沢,＊５６５ 

fuji25946, 1934‐, 蛇ケ見橋,,  榛東村,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25947, 1934‐, 太田橋,,  榛東村,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25948, 1934‐, 相生橋,,  藤岡市,,道路,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25949, 1934‐, 横手橋,,  渋川市,,道路,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25950, 1934‐, 矢場川橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 
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fuji25951, 1934‐, 昭和橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25952, 1934‐, 沼ノ上橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25953, 1934‐, 江戸川橋,,  桐生市（黒保根村）,,道路,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25954, 1934‐, 宮原橋,,  桐生市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25955, 1934‐10‐1, 新堀橋,,  桐生市,L=5,ｂ=6.9,ＲＣスラブ橋,,,, 

fuji25956, 1934‐, 戸榛名橋,,  高崎市（倉渕村）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25957, 1934‐, 元念橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25958, 1934‐, 共栄橋,（きょうえい）, 高崎市,,道路 ,ＲＣ（永久）橋、,これ迄は木橋、１９３５年流失,,烏川, 

fuji25959, 1934‐, 住吉橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25960, 1934‐, 柳沢橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25961, 1934‐, 渕ノ内橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji25962, 1934‐, 粕川橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji25963, 1934‐, 境橋,,  前橋市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji26200, 1934‐, 横川橋,,  安中市（松井田町）,L=11.95,ｂ=7,ＲＣ門型ラ－メン、ｎ＝２,,,矢ノ沢川,＊２８０ 

fuji26258, 1934‐7‐15, 万年橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,,,,吾妻川, 

fuji26259, 1934‐5‐5, 登仙橋,（とせん）, 藤岡市（鬼石町）,L=78.4,ｂ=2.95,,,,神流川, 

fuji26375, 1934‐12‐1, 上奈橋,,  中之条町,L=19,道路 ,木橋,,,, 

fuji26376, 1934‐12‐1, 瑞穂橋,,  中之条町,L=18,道路 ,土橋,,,, 

fuji26415, 1935‐, 大渡橋,（おおわたり）, 前橋市総社町,,,吊橋、鋼索,,,利根川,＊３４０ 

fuji26416, 1935‐（1932？）, 和合橋,, 富岡市,L=88,ｂ=3.5,吊橋、鋼索,１９７３年架け替え、Ｌ＝９６、ｂ＝６＋２＠０．７５、ＰＣ桁橋,, 

    鏑川,＊３４０ 

fuji26454, 1935‐, 御関所橋,（おせきしょ）, 嬬恋村,L=25.1,ｂ=6.8,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝２５,,,小武沢 ,＊４２１＊４５１＊５５５＊７０１ 

fuji26512, 1935‐2‐9, 万延橋,（まんえん）, 昭和村（糸之瀬村）,L=47.5,ｂ=5.5,上路トラス,,,片品川 ,＊５９３ 

fuji26513, 1935‐, 戸鹿野橋,（とがの）, 沼田市,L=43.4,ｂ=5.5,トラス,,,利根川,＊１５４＊２２４＊４２１＊４５１＊６３８ 

fuji26514, 1935（1933？）, 小袖橋,, みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,トラス,,,赤谷川 ,＊５６５ 

fuji26593, 1935‐, 第四下植木橋,, 伊勢崎市,,単線 ,Ｉ型桁,,国鉄両毛線,,＊５６５ 

fuji26872, 1935‐, 熊之橋,,  明和町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26873, 1935‐, 半出来橋,,  嬬恋村,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji26874, 1935‐, 九二橋,,  渋川市（小野上村）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26875, 1935‐, 大森橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji26876, 1935‐, 今宿橋,,  みなかみ町（新治村）,L=88.5,ｂ=6.5,ＲＣ桁、ｎ＝７,,,赤谷川,＊２８０ 

fuji26877, 1935‐, 遅沢橋,,  長野原町,L=34.6,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,遅沢川 , 

fuji26878, 1935‐, 達翁橋,（たつおう）, 東吾妻町（吾妻町）,L=19,道路 ,ＲＣ桁,,,,＊４５１ 

fuji26879, 1935‐, 桜橋,,  藤岡市（鬼石町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26880, 1935‐, 不動橋,,  藤岡市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji26881, 1935‐, 寄居橋,,  館林市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,水路,＊５６５ 

fuji26882, 1935‐, 南光寺橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26883, 1935‐, 天神橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji26884, 1935‐, 丸山橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26885, 1935‐, 引田橋,,  前橋市（富士見村）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,細ケ沢川,＊５６５ 

fuji26886, 1935‐, 駅前橋,,  前橋市（大胡町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji26887, 1935‐6‐11, 桃井橋,,  前橋市,L=11.8,ｂ=8.2,ＲＣ橋,,,広瀬川,＊４５１ 

fuji26888, 1935‐, 八坂橋,,  前橋市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,新田用水,＊５６５ 

fuji27234, 1935‐, 万代橋,,  東吾妻町（東村）,,道路 ,,架け替え,,沼尾川, 

fuji27235, 1935‐11‐1, 久保橋,,  みなかみ町（水上町）,L=5.2,ｂ=4.4,,,,名倉沢川 , 

fuji27236, 1935‐, 共栄橋,（きょうえい）, 前橋市,L=8,道路 ,,架け替え、１９５４年補強,,,＊４５１ 

fuji27401, 1935‐6‐1, 元宿橋,,  桐生市,L=18,ｂ=3.3,木橋,１９３８年流失、１９４７年９月流失,,新川 , 

fuji27463, 1936‐（1933？）, 久呂保橋,, 昭和村（久呂保村）,,,吊橋、ＲＣ塔,１９４７年９月１５日流失,,利根川 , 

fuji27504, 1936‐5‐1, 水上橋,（みなかみ）, みなかみ町（水上町）,,ｂ=3.5,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝３８．５,旧橋は木造方杖橋,, 

    利根川 ,＊４５１＊７０１＊７１６ 

fuji27564, 1936‐, 積善館廊下橋,, 中之条町,L=12.6,ｂ=1.5,木造屋根付きトラス,,,,＊５６２ 

fuji27608, 1936‐, 唐沢橋,,  みどり市,,単線 ,トラフ桁橋,,足尾鉄道（国鉄足尾線・わたらせ渓谷鉄道）,,  

fuji27609, 1936‐, 諏訪橋,,  高崎市,,道路 ,Ｉ型桁,,,, 

fuji27838, 1936‐6‐1, 本郷橋,,  明和町,L=20.2,ｂ=5.8,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji27839, 1936‐, 藤川橋,,  邑楽町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,藤川用水,＊５６５ 

fuji27840, 1936‐, 休泊橋,,  千代田町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji27841, 1936‐, 厚田橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji27842, 1936‐, 満行橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji27843, 1936‐, 三角橋,,  安中市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji27844, 1936‐, 田中橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji27845, 1936‐, 弁天橋,,  高崎市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji28162, 1936‐, 泉沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=13,道路 ,,復旧、１９２６年当時は木橋,,, 

fuji28163, 1936‐, 広前橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji28245, 1936‐10‐1, 雨呼橋,,  みなかみ町（水上町）,L=10,ｂ=2.7,木橋,,,, 

fuji28246, 1936‐9‐1, 宮前橋,,  みなかみ町（水上町）,L=13,ｂ=2.7,木橋,,,, 

fuji28311, 1937‐6‐1, 竜ケ鼻橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=110,ｂ=4,吊橋、木造補剛トラス、木床、ＲＣ塔,これ迄は渡船,,吾妻川 , 

fuji28452, 1937‐, 多々良川橋,, 館林市,,単線,鈑桁、ｌ＝９．４,木杭基礎,東武小泉線成島～本中野間,多々良川, 

fuji28587, 1937‐, 中原橋,,  長野原町,L=6.8,ｂ=5.6,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji28588, 1937‐, 境橋,,  中之条町（六合村）,L=19.1,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji28589, 1937‐, 成島橋,,  館林市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji28590, 1937‐, 八千代橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji28591, 1937‐, 幸橋,（さいわい）, 桐生市,,道路 ,ＲＣ桁,１９４７年半分が流失し木橋とする、１９６６年木橋部流失,,桐生川 , 
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fuji28592, 1937‐, 雁ケ沢水路橋,（がんがざわ）, 東吾妻町（吾妻町）,L=20,水路 ,ＲＣ桁,,原町発電所用,,＊４５１ 

fuji28593, 1937‐, 天狗橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji28594, 1937‐, 小榛名橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji28595, 1937‐, 滝下橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji28812, 1937‐, 常世橋,,  北橘町,L=6.6,ｂ=7,永久橋,,,東川, 

fuji28838, 1937‐, 岩本橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji28839, 1937‐, 寺尾橋,,  中之条町,,道路,,,,, 

fuji28840, 1937‐, 銭神橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji28841, 1937‐, 新屋橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji28842, 1937‐, 斉渡橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji28843, 1937‐, 一号糠塚橋,, 高崎市（榛名町）,,道路,,,,, 

fuji28844, 1937‐, 二号糠塚橋,, 高崎市（榛名町）,,道路,,,,, 

fuji28925, 1937‐, 堂沢橋,,  長野原町,L=14,ｂ=4.7,木橋,,,堂沢, 

fuji28926, 1937‐3‐1, 宝登野橋,,  みなかみ町（水上町）,L=19,ｂ=4.5,木桁土橋,,,宝登野沢, 

fuji28927, 1937‐, 温湯川橋,,  みなかみ町（水上町）,L=49,ｂ=3.4,木桁土橋,,,温湯川 , 

fuji28928, 1937‐, 入野橋,,  高崎市（吉井町）,L=195,ｂ=3.4,木橋,１９７６年架け替え、永久橋,,鏑川, 

fuji29063, 1938‐, 津久瀬橋,,  桐生市（黒保根村）,L≒８,単線,鈑桁,,国鉄足尾線（わたらせ渓谷鉄道）,,＊５６５ 

fuji29064, 1938‐, 第一清水川橋,, 前橋市,,単線,Ｉ型桁,,国鉄両毛線前橋大島～駒形間,清水川,＊５６５ 

fuji29184, 1938‐, 村主橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29185, 1938‐, 一之瀬橋,,  高崎市（群馬町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29186, 1938‐, 福神橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29187, 1938‐（1936？）, 水車橋,（すいしゃ）, 長野原町,L=33.4,ｂ=5.6,ＲＣＴ桁,,,久森沢,＊４５１ 

fuji29188, 1938‐, 韮川橋,,  太田市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,藤川用水,＊５６５ 

fuji29189, 1938‐, 鴨押橋,,  桐生市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29190, 1938‐, 山ノ根橋,,  富岡市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji29191, 1938‐, 城下橋,,  安中市,,道路,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29192, 1938‐, 第二清水川橋,, 高崎市,,単線,ＲＣ桁,,国鉄両毛線,,＊５６５ 

fuji29392, 1938‐, 天神橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29393, 1938‐, 宮沢橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29394, 1938‐, 落合橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29395, 1938‐, 矢場橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29396, 1938‐, 一号清水橋,, 高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29397, 1938‐, 二号清水橋,, 高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29398, 1938‐, 滑川橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29399, 1938‐, 江戸川橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29400, 1938‐, 原田橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29401, 1938‐, 市和田橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29402, 1938‐, 大和田橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,,,,, 

fuji29453, 1938‐, 第二名倉橋,, みなかみ町（水上町）,L=6,ｂ=2.7,土橋,,,名倉沢川, 

fuji29454, 1938‐12‐1, 第三名倉橋,, みなかみ町（水上町）,L=7,ｂ=2.7,土橋,,,名倉沢川 , 

fuji29455, 1938‐, 小俣橋,,  安中市,L=87.8,道路 ,木桁土橋,,,九十九川, 

fuji29526, 1939‐, 雁ケ沢橋,,  中之条町,L=24,ｂ=5.5,ＲＣア－チ,,,,＊５６５ 

fuji29527, 1939‐, 鳴瀬橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路 ,ＲＣア－チ,,,,＊５６５ 

fuji29591, 1939‐, 聖橋,,  太田市,,道路 ,鋼橋,,,水路,＊５６５ 

fuji29645, 1939‐, 薄根橋,,  沼田市,L=94.7,ｂ=6.5,ＲＣ桁橋,,,薄根川,＊２８０ 

fuji29646, 1939‐, 当郷橋,,  館林市,,道路 ,ＲＣ橋,,,加法師川,＊５６５ 

fuji29647, 1939‐, 吉橋,,  伊勢崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,,＊５６５ 

fuji29648, 1939‐, 宮前橋,,  伊勢崎市,,道路 ,ＲＣ橋,,,粕川 , 

fuji29757, 1939‐, 内野橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29758, 1939‐, 川坪橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29759, 1939‐11‐30,竹越橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji29801, 1939‐1‐1, 観音橋,,  伊勢崎市（東村）,L=11,ｂ=4,木橋,１９５７年改修,,, 

fuji29836, 1940‐7‐16, 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,,,ワイヤ－吊橋,１９４７年９月１５日流失、１９４９年６月１１日再架,,利根川, 

fuji29904, 1940‐, 琴橋,,  長野原町,L=29.5,ｂ=2.2,鋼橋,,,吾妻川, 

fuji29939, 1940‐, 弁天橋,,  高崎市（群馬町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji29940, 1940‐, 石井橋,（いわい）, 安中市,L=131.7,ｂ=7,ＲＣ橋,,,碓氷川, 

fuji29941, 1940‐, 熊野橋,（くまの）, 前橋市,L=9,ｂ=5.5,ＲＣ桁,,,,＊４５１＊５６５ 

fuji30078, 1940‐, 二恵二見橋,（ふたえふたみ）, 昭和村（糸之郷村）,,道路 ,木橋,１９４７年流失再架設、Ｌ＝１０８．９、ｂ＝４．５、 

    吊橋、木造トラス補剛、ＲＣ塔,,片品川,＊４２１＊５５５ 

fuji30079, 1940‐, 室淵橋,,  昭和村（糸之郷村）,L=24,ｂ=4.5,木造方杖橋、ｎ＝２,,,, 

fuji30080, 1940‐, 松ノ木瀬橋,,  安中市,,道路 ,木橋,これ迄は渡船,,, 

fuji30132, 1941‐5‐1, 宮田橋,,  渋川市（赤城村・横野村）,,,吊橋、補剛トラス、鋼塔、桁橋,１９４７年流失,,利根川, 

fuji30146, 1941‐, 石淵橋,（いしぶち）, 下仁田町,L=56,ｂ=5.5,ＲＣオ－プンア－チ、施工：野口組,上下流に拡幅、鋼上路トラス,,鏑川, 

    ＊５５５＊７０１ 

fuji30176, 1941‐6‐1, 七ケ町村堀橋,, 太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝６,ＲＣ杭基礎,東武小泉線竜舞～太田間,, 

fuji30192, 1941‐12‐7, 昭和橋,（しょうわ）, 桐生市,L=220,ｂ=8.9,ＲＣゲルバ－桁,,,渡良瀬川,＊５６５ 

fuji30213, 1941‐, 赤岩橋,,  桐生市,L=103.5,ｂ=5.5,ＲＣ桁,,,渡良瀬川, 

fuji30253, 1941‐6‐1, 第一休泊堀橋,, 大泉町,,単線,ＲＣボックスラ－メン、ｌ＝９．８,ＲＣ杭基礎,東武小泉線東小泉～竜舞間,休泊川, 

fuji30422, 1942‐, 安津間橋,,  安中市,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,,＊５６５ 

fuji30519, 1942‐9‐1, 寺間沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=14.5,ｂ=1.8,木橋,,,寺間沢川, 

fuji30560, 1943‐1‐10, 大渡橋,（おおわたり）, 前橋市岩上町,L=505.1,ｂ=6,鋼ランガ－桁、ｌ＝１ｘ６１、木造ハウトラス、ｌ＝２ｘ３０．５、 

    ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１ｘ１６＋１４＠２５．５,旧橋の上流側に架設．１９４７年左岸橋台裏流失． 
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    １９４８年伸長、鈑桁、ｌ＝１９．７、Ｌ＝５２４．５,,利根川,＊４２１ 

fuji30590, 1943‐, 刀水橋（これまでの妻沼大橋）,（とうすい（めぬま））, 太田市,L=900,ｂ=5.5,鋼トラス、鈑桁,１９７１年１月２６日 

    架け替え、Ｌ＝８０９．６、ｂ＝１３．５＋２＠３．５、鋼ランガ－桁、ｌ＝３ｘ８７．２、鋼連続箱桁、 

    ｎ＝３＋ゲルバー鈑桁、ｎ＝６、後歩道橋添加、ｂ＝２＠３．５、鋼連続箱桁,,利根川,＊４２１ 

fuji30611, 1943‐, 奥田橋,,  伊勢崎市（東村）,L=13.5,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,奥田川, 

fuji30778, 1944‐, 平沢川橋(下り）,, 渋川市,,単線 ,ＲＣ橋,,国鉄上越線渋川～敷島間,,＊５６５ 

fuji30901, 1945‐1‐2, 並木架道橋, , 渋川市,,単線,ＲＣ下路ロ－ゼ橋,,国鉄長野原線（吾妻線）渋川～金鳥間,跨道橋,  

fuji30911, 1945‐1‐2, 第二吾妻川橋,（あがつまがわ）, 長野原町,L≒６９,単線 ,ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ４６．８、上部工：川崎車両、 

    上路ＲＣア－チ、ｌ＝１２＋４＋４,,国鉄長野原線（吾妻線）岩島～川原湯間, 

    吾妻川,＊２４６＊４４６＊５６５＊６３８ 

fuji30912, 1945‐1‐2, 第三吾妻川橋 ,（あがつまがわ）, 長野原町,L≒８５,単線 ,ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ６２．４、鈑桁、ｌ＝１ｘ２２．３,, 

    国鉄長野原線（吾妻線）川原湯温泉～長野原草津口間,吾妻川,＊２４６＊４４６＊５６５＊６３８ 

fuji30913, 1945‐1‐2, 雁ケ沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,単線 ,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ３０．２、ＲＣ桁、ｌ＝１ｘ１２．９、トラスは 

    有馬線より移設,１９５９年撤去,国鉄長野原線（吾妻線）岩島～矢倉間,,＊２４６＊３１３ 

fuji30914, 1945‐1‐2, 須川橋,,  長野原町,,単線 ,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、有馬線より移設,１９６０年撤去,日本鋼管 

    専用線（国鉄長野原線）長野原～太子間,,＊２４６ 

fuji30924, 1945‐1‐2, 水車橋,,  長野原町,,道路 ,鋼橋,,,,＊５６５ 

fuji30930, 1945ー, 詠帰橋,,  中之条町,,道路,ＲＣ桁,,,,＊５６５ 

fuji30931, 1945‐1‐2, 境沢橋,,  渋川市,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝１２．９,,国鉄長野原線（吾妻線）渋川～小野上間,, 

fuji30932, 1945‐1‐2, 五々沢橋,,  渋川市（小野上村）,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝２ｘ９．８,,国鉄長野原線（吾妻線）渋川～小野上間,, 

fuji30933, 1945‐, 郡界橋,,  渋川市（小野上村）,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝９．８,,国鉄長野原線（吾妻線）市城～小野上間,, 

fuji30934, 1945‐, 第一市城橋,, 中之条町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝２ｘ７．４,,国鉄長野原線（吾妻線）市城～小野上間,, 

fuji30935, 1945‐, 不動沢橋,,  中之条町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝２ｘ７．４,,国鉄長野原線（吾妻線）市城～小野上間,, 

fuji30936, 1945‐1‐2, 高津川橋,,  中之条町,,単線 ,ＲＣＴ桁、ｌ＝２ｘ８．６,,国鉄長野原線（吾妻線）市城～中之条間,, 

fuji30937, 1945‐1‐2, 胡桃沢橋,,  中之条町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝３ｘ６,,国鉄長野原線（吾妻線）中之条～群馬原町間,, 

fuji30938, 1945‐1‐2, 伊勢森橋,,  中之条町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝ｘ１１．４,,国鉄長野原線（吾妻線）中之条～群馬原町間,, 

fuji30939, 1945‐1‐2, 須郷沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝１０,,国鉄長野原線（吾妻線）中之条～群馬原町間,, 

fuji30940, 1945‐1‐2, 滝の沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝３ｘ１０,,国鉄長野原線（吾妻線）郷原～群馬原町間,, 

fuji30941, 1945‐1‐2, 久々戸川橋,, 東吾妻町（吾妻町）,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝１１．４,,国鉄長野原線（吾妻線）郷原～岩島間,, 

fuji30942, 1945‐1‐2, 勝沢橋,,  長野原町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝８．２,,国鉄長野原線（吾妻線）川原湯～長野原間,, 

fuji30943, 1945‐1‐2, 中原橋,,  長野原町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝６,,国鉄長野原線（吾妻線）川原湯～長野原間,, 

fuji30944, 1945‐1‐2, 神楽橋,,  長野原町,,単線 ,ＲＣ桁、ｌ＝８．２,,国鉄長野原線（吾妻線）川原湯～長野原間,, 

fuji30945, 1945‐1‐2, 脇沼橋,,  長野原町,,単線 ,ＲＣ桁,,国鉄長野原線（吾妻線）,,＊５６５ 

fuji31021, 1945‐, 古利根橋,,  太田市,L=107,ｂ=4.4,木橋,,,石田川, 

fuji31098, 1946‐, 相生橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji31166, 1947‐, 沼須橋,,  沼田市,,道路 ,木造吊橋、無補剛、木柱,この年流失して再架した橋,,片品川, 

fuji31167, 1947‐, 赤城根橋,,  沼田市（利根村・赤城根村）,,,吊橋、補剛トラス,１９４７年９月１５日流失、１９４８年９月１６日 

    流失,,片品川, 

fuji31319, 1948‐, 南郷橋,,  沼田市（赤城根村）,,,吊橋、鋼トラス補剛,,,片品川, 

fuji31324, 1948‐, 上妻橋,（かみつま）, 中之条町,,道路 ,木造吊橋,,,四万川, 

fuji31411, 1948‐, 下久保橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31412, 1948‐, 栃の木橋,,  中之条町,,道路,,,, 

fuji31413, 1948‐, 薬師堂橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31414, 1948‐, 中井橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31415, 1948‐, 塩平橋,,  中之条町,,道路 ,,１９５０年８月流失,, 

fuji31416, 1948‐, 広前橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31417, 1948‐, 中野橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31418, 1948‐, 滑沢橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31419, 1948‐, 笹平橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31420, 1948‐, 荒板橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31421, 1948‐, 諏訪橋,,  中之条町,,道路 ,,,, 

fuji31422, 1948‐, 天竜橋,,  渋川市（北橘村）,L=14.3,ｂ=6,,,,天竜川 

fuji31423, 1948‐, 上田沢橋,（かみたざわ）, 桐生市（黒保根村）,,道路 ,,,, 

fuji31424, 1948‐, 新貝橋,,  前橋市,,道路 ,,架け替え,,広瀬川 

fuji31516, 1948‐4‐1, 君ケ原橋,,  昭和村（久呂保村）,L=170,道路 ,木造桁橋,１９４８年９月１６日一部流失、１９５１年１０月３１日 

    復旧、１９５３年１０月１５日、１９５４年１０月３１日、１９５７年４月２０日、１９５９年４月１７日 

    各再架,, 

fuji31517, 1948‐3‐1, 無名一号橋,, 伊勢崎市（東村）,L=6,ｂ=4,木橋,,, 

fuji31518, 1948‐, 吾嬬橋,（あがづま）, 中之条町,L=34,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,沢渡川, 

fuji31519, 1948‐10‐1, 吹出橋,,  みなかみ町（水上町）,L=20,ｂ=4,木橋,,,, 

fuji31520, 1948‐10‐1, センの上橋,,  みなかみ町（水上町）,L=12,ｂ=4,木橋,,,, 

fuji31521, 1948‐10‐1, ギギウ橋,,  みなかみ町（水上町）,L=8,ｂ=4,木橋,,,, 

fuji31522, 1948‐10‐1, 関ケ原一の橋,, みなかみ町（水上町）,L=7,ｂ=3.6,木橋,,,, 

fuji31523, 1948‐10‐1, 関ケ原二の橋,, みなかみ町（水上町）,L=7,ｂ=3.6,木橋,,,, 

fuji31592, 1949‐, 宮田橋,,  渋川市（赤城村）,L=142.1,ｂ=3.7,吊橋、ｌ＝１１６．５、木桁橋,１９８３年架け替え,,利根川, 

fuji31593, 1949‐5‐1, 銚子橋,（ちょうし）, みなかみ町（水上町）,L=43,ｂ=3.6,木造吊橋,１９５７年補修,,利根川, 

fuji31619, 1949‐, 千歳橋,,  沼田市（東村）,L=75,ｂ=5.5,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝４５、ＲＣＴ桁橋、ｌ＝２ｘ１５,,,,＊１５４＊２１３ 

fuji31634, 1949（1951？）, 新開橋,, 伊勢崎市,L=89.5,ｂ=6,ポニ－トラス、ｌ＝３ｘ２９．４、上部工：横河橋梁,,,広瀬川,＊１９６ 

fuji31695, 1949‐, 天然橋,,  中之条町,L=48,ｂ=4,ＲＣＴ桁,,,四万川, 

fuji31696, 1949‐3‐1, 安楽土橋,（あらと）, 桐生市,L=34.6,ｂ=6.4,ＲＣ桁,,,新川 , 

fuji31730, 1949‐5‐1, 永久橋,,  伊勢崎市,L=36.4,ｂ=7.8,永久橋,１９４７年９月１５日落橋,,広瀬川, 

fuji31775, 1949‐, ときわ橋,,  東吾妻町（東村）,,道路 ,,,,, 
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fuji31776, 1949‐, 八千代橋,,  東吾妻町（東村）,,道路 ,,,, , 

fuji31777, 1949‐, 弁天橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji31778, 1949‐, 竹井橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji31779, 1949‐, 東北橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji31864, 1949‐4‐1, 泉沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=18,ｂ=5.5,木桁土橋,,,, 

fuji31865, 1949‐, 高橋橋,,  伊勢崎市（東村）,L=13.5,ｂ=4,木橋,１９５５年、１９５７年改修,,, 

fuji31866, 1949‐, 藤沢橋,,  中之条町,L=6,ｂ=4.5,木桁橋,,,, 

fuji31867, 1949‐, 道本塚橋,,  中之条町,L=23,ｂ=3,木桁橋,,,, 

fuji31868, 1949‐, 中島橋,,  中之条町,L=10,ｂ=3,木桁橋,,,, 

fuji31869, 1949‐, 鏑川橋,,  富岡市,L=156.6,道路 ,木造桁橋,１９４７年流失、１９４９年流失,,鏑川, 

fuji31870, 1949‐3‐1, 岩倉橋,（いわくら）, 玉村町,,道路,木橋,１９３７年着工中断,,烏川,  

fuji31974, 1950‐, 北群馬橋,,  渋川市（子持村）,,,吊橋、単径間、木造トラス、ＲＣ塔、ＲＣ桁橋,,,吾妻川 , 

fuji31975, 1950‐, 天神橋,（てんじん）, 桐生市,,,木造吊橋、単径間、無補剛,１９４７年流失、木橋、１９７８年架け替え、桁橋,,桐生川, 

fuji32144, 1950‐7‐1, 盛運橋,,  桐生市,L=31.5,ｂ=9,ＲＣＴ桁、ｎ＝３,,,新川, 

fuji32145, 1950‐, 栄橋,,  嬬恋村,L=105.7,ｂ=5.6,ＲＣ橋,,,吾妻川, 

fuji32146, 1950‐4‐1, 箱島橋,,  伊勢崎市（東村）,L=12.8,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji32147, 1950‐, 桃の木橋,,  前橋市,L=15,ｂ=9.2,ＲＣ桁橋,,,桃の木川,＊２８０ 

fuji32189, 1950‐, 広見橋,（ひろみ）, 桐生市,,道路 ,永久橋、桁橋、ｎ＝３,,,桐生川, 

fuji32216, 1950‐, 松原橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji32217, 1950‐6‐1, 光円橋,,  伊勢崎市,L=42,ｂ=4,,,,広瀬川, 

fuji32218, 1950‐, 石川橋,,  前橋市,,道路 ,,拡幅改造,,広瀬川, 

fuji32332, 1950‐, 植木橋,,  伊勢崎市,L=48,ｂ=８（？）,木橋,,,粕川, 

fuji32333, 1950‐8‐1, 常盤橋,,  桐生市,L=41,ｂ=4.9,木橋、ｎ＝７,,,新川, 

fuji32334, 1950‐12‐1, 美原橋,,  桐生市,L=45,ｂ=5.2,木橋,これ迄の木橋は１９４７年９月流失、１９５５年コンクリ－トの 

    ア－チ式暗渠となる,,, 

fuji32335, 1950‐, 元宿橋,,  桐生市,L=6,ｂ=4.5,木橋,,,新川, 

fuji32336, 1950‐, 百々橋,,  中之条町,L=23.1,ｂ=2.5,木桁橋,,,, 

fuji32424, 1951‐11‐26,久呂保橋,,  昭和村,L=109,ｂ=5,吊橋、ｌ＝１１０、単径間、鋼索、木造トラス補剛、ＲＣ塔,,,利根川, 

fuji32425, 1951‐, 赤城根橋,,  沼田市（利根村）,,,吊橋、木造補剛,,,片品川,＊１９８ 

fuji32426, 1951‐, 南郷橋,,  沼田市（赤城根村）,,,吊橋、鋼索,,,片品川, 

fuji32427, 1951‐10‐1, 湯の小屋橋,, みなかみ町（水上町）,L=13,ｂ=2.7,木造吊橋,,,, 

fuji32612, 1951‐3‐1, 岩倉橋,（いわくら）, 玉村町,,ｂ=6.1,左岸側のみ、ＲＣカンチレバ－桁橋、他は木橋,,,烏川,  

fuji32634, 1951‐, 荷付場橋,,  中之条町（六合村）,L=14.1,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji32635, 1951‐, 武士橋,（たけし）, 伊勢崎市,L=190.7,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji32636, 1951‐, 豊受橋,,  伊勢崎市,L=100.7,ｂ=5,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji32782, 1951‐, 川坪橋,,  中之条町,L=17,ｂ=3.6,,架け替え,,, 

fuji32783, 1951‐, 大久保橋,,  中之条町,L=17.5,ｂ=3.6,,架け替え,,, 

fuji32784, 1951‐, 倉沢橋一号橋,, 中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji32785, 1951‐, 倉沢橋二号橋,, 中之条町,,道路,,,,, 

fuji32786, 1951‐, 稲荷橋,,  前橋市,,道路 ,,拡幅改造,,, 

fuji32929, 1951‐, 弁天橋,,  長野原町,L=62,ｂ=2.9,木造方杖桁橋,,,吾妻川, 

fuji32930, 1951‐12‐1, 二州橋,,  桐生市,L=34,ｂ=3.3,木桁橋、ｎ＝２,橋脚はＲＣ、旧橋は１９４９年流失,,桐生川, 

fuji33069, 1952‐4‐1, 錦桜橋,（きんおう）, 桐生市,右岸側へ伸長扛上扛上は１．１ｍ伸長はＬ＝１２２．１,ｂ=5.5,ワ－レントラス、ｌ＝４０、 

    ｎ＝３、上部工：石川島重工業、総計、Ｌ＝２６１．３、ｂ＝５、５、トラス、ｎ＝６,１９５７年、 

    歩道添加、ｂ＝２＠２、２００５年架け替え、鈑桁,,渡良瀬川 ,＊１９６＊４２１＊４４６＊５５５ 

fuji33169, 1952‐3‐3, 鏑川橋,,  藤岡市,L=173,ｂ=5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝８＋２０＋５＠２３．５＋２０＋８,井筒基礎、１９８２年 

    １２月２１日架け替え,,鏑川 , 

fuji33353, 1952‐3‐1, 滝ノ沢橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji33354, 1952‐1‐1, 椿橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji33355, 1952‐3‐1, 昭和橋,,  高崎市（榛名町）,,道路,,,,, 

fuji33356, 1952‐, 中央橋,,  伊勢崎市（東村）,,道路,,,,吾妻川, 

fuji33357, 1952‐, 沼美橋,,  みどり市（笠懸町）,,道路,,１９７９年架け替え,,跨両毛線, 

fuji33488, 1952‐10‐1, 母谷川一号橋,, みなかみ町（水上町）,L=9.6,ｂ=3.6,木橋,,,, 

fuji33585, 1953ー, 綾戸橋（後・間橋）,（あやど（はざま））, 渋川市（子持村）,,道路 ,木造吊橋、単径間、無補剛,元・棚下橋,, 

    利根川,＊４２１＊７１６ 

fuji33586, 1953‐, 五料橋,（ごりょう）, 玉村町,L=400,,木造吊橋、Ｌ＝１００、ｎ＝２、木桁橋、Ｌ＝３００,虹の吊橋といわれた． 

    １９７１年架け替え、Ｌ＝５４４、ｂ＝９．５、ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁、ｌ＝４＠７０＋５２．８、 

    ＰＣＴ型ラーメン橋、ｌ＝４＠５２．８、空気ケーソン基礎,,利根川,＊４２１ 

fuji33601, 1953‐10‐14,群馬大橋,（ぐんまおお）, 前橋市,L=280,ｂ=９＋２＠２,鋼ランガ－トラス、ｆ＝１２、ｌ＝４ｘ６９、ケ－ブルエレクション、 

    上部工：横河橋梁,空気ケ－ソン基礎、下部工：鹿島建設、拡幅工事中（１９９６年現在 

    鋼箱桁）,,利根川,＊１５４＊１７２＊１９６＊２１３＊２２１＊２６２＊２８０＊４２１＊５５５＊６３８ 

fuji33614, 1953‐, 善地大橋（旧・愛宕橋）,（ぜんちおお）, 高崎市（箕郷町）,L=20,ｂ=3.1,ＲＣ下路ロ－ゼ橋、ｎ＝１,旧・愛宕橋（木橋）は 

    １９５１年流失,,車川,＊４２１＊５５５ 

fuji33615, 1953‐12‐1, 母谷沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=6,ｂ=4.8,ＲＣア－チ、施工：須田建設、,,,母谷沢川, 

fuji33732, 1953‐, 天狗岩橋,,  中之条町（六合村）,L=23,ｂ=6,鈑桁,,,, 

fuji33840, 1953‐, 浜岩橋,,  長野原町,L=51,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁,空気ケ－ソン基礎,,吾妻川 , 

fuji33878, 1953‐3‐1, 赤城大橋,,  前橋市（富士見村）,L=84,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝１４、ｎ＝６,,,, 

fuji33879, 1953‐, 新開橋,,  中之条町（六合村）,L=10,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji33880, 1953‐, 多胡橋,,  高崎市（吉井町）,L=146.2,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,鏑川, 

fuji34030, 1953‐5‐1, 不動橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji34031, 1953‐, 厩橋,,  前橋市,,道路 ,,改築,,広瀬川, 

fuji34151, 1953‐, 塩平橋,,  中之条町,L=24,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,, 
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fuji34152, 1953‐4‐1, 尾曳橋,（おびき ）, 館林市,L=42,ｂ=3,木橋,,,城沼(じょうぬま), 

fuji34241, 1954‐3‐23, 弁天橋,（べんてん）, みなかみ町（月夜野町）,,,吊橋、n＝１、無補剛,,,利根川, 

fuji34274, 1954‐3‐1, 大渡橋,（おおわたり）, 前橋市,L=325,ｂ=5.5,うちの木造トラス２連を鋼ランガ－桁橋、ｌ＝６０、１連に架替え、上部工： 

    高田機工、ＲＣゲルバ－桁区間、ｌ＝１５ｘ２５．５、のヒンジ部、を補修,１９６９年歩道添加． 

    １９８４年鋼連続箱桁を平行して架設、Ｌ＝５２６．１９８８年１０月四車化、ｂ＝２１．５、 

    １９８６年旧橋撤去,,利根川,＊１９６＊５５１ 

fuji34275, 1954‐, 永井橋,,  みなかみ町（新治村）,L=55.4,ｂ=7.7,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝７＋４０．８＋７、 

    曲線路面Ｒ＝３０、上部工：播磨造船所,下部工：阿部建設,, 

    下ノ沢,＊１９６＊１９８＊２８０＊３８５ 

fuji34469, 1954 頃, 下の沢橋,,  ,,ｂ=4.5,鈑桁、ｌ＝２２、上部工：石川島重工業,,（前橋営林局）,,＊４５０ 

fuji34470, 1954 頃, 錆沢橋,,  ,,ｂ=4.5,鈑桁、ｌ＝２２、上部工：石川島重工業,,（前橋営林局）,,＊４５０ 

fuji34673, 1954‐11‐1, 若栗橋,,  みなかみ町（水上町）,L=13,ｂ=2.7,ＲＣ桁,架け替え,,, 

fuji34674, 1954‐, 泰寧寺砂防堰堤橋,（たいねいじ）, みなかみ町（新治村）,L=5.1,ｂ=1,ＲＣスラブ桁橋,,,白狐沢,＊５５５ 

fuji34900, 1954‐10‐1, 三松橋,,  片品村,L=35,ｂ=3,,,,片品川, 

fuji34901, 1954‐11‐12,夜後沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=21.6,道路 ,,,,, 

fuji35030, 1954‐1‐1, 東橋,,  桐生市,L=42,ｂ=3.2,木橋、ｎ＝８,,,新川, 

fuji35031, 1954‐, 長栄橋,,  長野原町,,道路 ,木造方杖橋,,,吾妻川, 

fuji35146, 1955‐5‐1, 湯原橋,,  みなかみ町（水上町）,L=27.1,ｂ=5.5,ＲＣオ－プンア－チ、施工：須田建設,,,利根川 ,＊４２１ 

fuji35147, 1955‐, 蝉橋,（せみ）, 南牧村,L=18,ｂ=5,ＲＣオ－プンア－チ,,,,＊４２１ 

fuji35167, 1955‐7‐1, 岩倉橋,（いわくら）, 玉村町,４１０，４,ｂ=5.5,右岸側のみ、下路ゲルバ－トラス、ｌ＝４５＋７２＋４５、鈑桁、 

    ｌ＝（１＋１）ｘ２７、上部工：高田機工,旧橋は吊橋、１９５８年歩道橋添加、１９９３年６月架け 

    替え、Ｌ＝４５４．２、ｂ＝７．５＋３．１、鋼連続箱桁、 

    ｌ＝２ｘ（７４．４＋７３＋７１．６）,,烏川 ,＊１７５＊１９２＊２８０＊４２１ 

fuji35426, 1955‐, 文化橋,（ぶんか）, 沼田市（利根村）,L=108.3,ｂ=2.7,ＰＣ桁、ｌ＝４ｘ２７、上部工：オリエンタルコンクリ－ト,下部工： 

    中村土木、旧橋（木桁土橋）は１９４７－９流失,,片品川,＊１７５＊２０１＊５５５ 

fuji35511, 1955‐, 赤堀橋,,  伊勢崎市（赤堀町）,L=57.1,ｂ=7.5,ＲＣ桁橋,,,粕川,＊２８０ 

fuji35512, 1955‐, 新桂川橋,,  伊勢崎市（赤堀町）,L=27.1,ｂ=7.5,ＲＣ桁橋,,,桂川,＊２８０ 

fuji35513, 1955‐3‐1, 松栄橋,,  板倉町,L=25,ｂ=3.2,ＲＣ橋,,,, 

fuji35514, 1955‐5‐1, 丸山橋,,  板倉町,L=21,ｂ=3.7,ＲＣ橋,,,, 

fuji35515, 1955‐9‐25, 田沢橋,,  川場村,L=11.6,ｂ=5,ＲＣ橋,,,田沢川, 

fuji35740, 1955‐11‐21,長沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=10.7,道路 ,,,,, 

fuji35741, 1955‐5‐1, 赤土橋,,  神流町,,道路 ,,,,, 

fuji35909, 1955‐, 上熊川橋,,  長野原町,L=12.7,ｂ=4.2,木橋,,,熊川, 

fuji35910, 1955 頃, 川久保橋,,  富岡市,,道路 ,木橋,,,涸沢川 , 

fuji35998, 1956‐5‐9, 藤原湖大橋（西橋）,, みなかみ町（水上町）,L=106,ｂ=2.8,木造吊橋,,,, 

fuji36042, 1956‐, 鳥之沢橋,,  高崎市（榛名町）,,道路 ,ＲＣア－チ、ｎ＝２,,,,＊４２１ 

fuji36234, 1956‐9‐21, 大倉橋,,  みなかみ町（水上町）,L=12,ｂ=4.5,Ｉ型桁,,,溪流, 

fuji36320, 1956‐, 小山沢橋,,  安中市（松井田町）,L=23,ｂ=8,ＰＣ桁,,,小山沢川,＊２８０ 

fuji36321, 1956‐8‐10, 阿寺沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=16.4,ｂ=5.5,ＰＣ桁,,,阿寺沢, 

fuji36349, 1956‐3‐1, 上武橋,（じょうぶ）, 藤岡市（鬼石町）,L=99,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁,旧橋はトラス、１９８２年歩道橋添加,,神流川 , 

fuji36383, 1956‐6‐30, 中央橋,,  伊勢崎市（東村）,L=145,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝４,空気ケ－ソン基礎、施工：熊谷組,,吾妻川, 

fuji36384, 1956‐, 光円橋,,  伊勢崎市,L=100.2,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,広瀬川, 

fuji36385, 1956‐7‐1, 谷田川橋,,  明和町,L=23.1,ｂ=5.5,ＲＣ（ＰＣ）橋,,,谷田川, 

fuji36386, 1956‐, 地蔵橋,,  長野原町,L=12.6,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,地蔵川, 

fuji36563, 1956‐7‐10, なぐら沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=6,道路 ,,,,, 

fuji36564, 1956‐, 夜後橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,,これ迄は木造方杖橋,,, 

fuji36565, 1956‐, 粕川橋,,  伊勢崎市（赤堀町）,,道路 ,,,,粕川, 

fuji36566, 1956‐6‐9, 栄橋,,  伊勢崎市,L=107,ｂ=6,,,,広瀬川, 

fuji36567, 1956‐3‐1, 御鉾橋,,  神流町,,道路,,,,神流川, 

fuji36568, 1956‐, 柳橋,,  前橋市,,道路 ,,,,,＊４２１ 

fuji36712, 1956‐1‐1, 不動橋,,  みなかみ町（水上町）,L=14,ｂ=3.7,木橋,,,, 

fuji36713, 1956‐6‐30, 寺間橋,,  みなかみ町（水上町）,L=5,ｂ=4,木橋,,,, 

fuji36714, 1956‐, 落合橋,,  渋川市（子持村）,,道路 ,木橋,架け替え,,吾妻川, 

fuji36851, 1957‐, 月夜野橋,（つきよの）, みなかみ町（月夜野町）,L=77,ｂ=6,トラス、ｌ＝６５、上部工：宮地鉄工所,空気ケ－ソン基礎、 

    後・上流側に歩道橋架設,,利根川,＊１７５＊２８０＊６３８ 

fuji36852, 1957‐7‐21, 第一梨平橋,, 桐生市,,単線 ,プラットトラス、ｌ＝３７．６,常磐線阿武隈川橋（１８９７年）を短縮し、 

    鋼索鉄道用に改造して再用、１９６８年廃線撤去,赤城登山鉄道,,＊３１３ 

fuji36853, 1957‐7‐1, 第二利平橋,, 桐生市,,単線 ,プラットトラス、ｌ＝３７．６,常磐線阿武隈川橋（１８９７年）を短縮し、 

    鋼索鉄道用に改造して再用、１９６８年廃線撤去,赤城登山鉄道,,＊３１３ 

fuji37014, 1957‐（1959？）, 吉野沢橋,, みなかみ町（新治村）,L=29,ｂ=７～７．８,鈑桁、ｌ＝１４＋１５,道路の線型に合わせて拡幅して 

    いる、上部工：大島工業,,吉野沢,＊１９８＊２２４＊２８０ 

fuji37015, 1957‐10‐15,武尊橋,,  みなかみ町（水上町）,L=12.3,ｂ=4.5,Ｈ型桁,,,武尊川, 

fuji37093, 1957‐, 中央橋,,  ,L=90,ｂ=5.5,ＰＣ桁、ｌ＝２ｘ３５＋２０、上部工：オリエンタルコンクリ－ト,,,,＊１７５ 

fuji37162, 1957‐9‐1, 共栄橋,（きょうえい）, 高崎市,L=327,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝２６、ｎ＝１３、設計：番二郎（群馬県）、施行、 

    高長組、,井筒基礎、１９７８年歩道添加、ｂ＝２,,烏川,＊２８０＊５５５ 

fuji37203, 1957‐1‐23, 富士見橋,,  川場村,L=14,ｂ=3.6,ＲＣＴ桁,,,桜川, 

fuji37204, 1957‐3‐1, 中野大船橋,, 川場村,L=12.1,ｂ=5.1,ＲＣＴ桁,２００５年架け替え,,, 

fuji37205, 1957‐, 唐沢橋,,  渋川市（子持村）,L=12,ｂ=7,ＲＣ橋,,,,＊２８０ 

fuji37206, 1957‐, 上田沢橋,（かみたざわ）, 桐生市（黒保根村）,,道路 ,ＲＣ橋,,,, 

fuji37321, 1957‐, 烏川橋,,  高崎市（倉渕村）,L=44,道路 ,永久橋,,,烏川, 

fuji37322, 1957‐, 湯沢橋,,  下仁田町,,道路 ,永久橋,,,, 

fuji37323, 1957‐, 八千代橋,,  下仁田町,,道路 ,永久橋,,,鏑川, 
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fuji37324, 1957‐ , 不通橋 ,（とおらず）, 下仁田町,,道路 ,永久橋,,,鏑川, 

fuji37325, 1957‐, 黒川滝下橋,, 下仁田町,,道路 ,永久橋,,,, 

fuji37407, 1957‐, 鬼ケ島橋,,  渋川市（北橘村）,L=6.6,ｂ=6.4,,,,山田川, 

fuji37408, 1957‐, 奴居出橋,,  下仁田町,,道路 ,,,,, 

fuji37551, 1957‐, 夜後沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=21.6,ｂ=4.5,木桁土橋,,,夜後沢川, 

fuji37552, 1957‐, 葡萄沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=10.7,ｂ=4.5,木造方杖桁橋,,,渓流, 

fuji37553, 1957‐, 栗平橋,,  長野原町,L=14.4,ｂ=3.6,木橋,,,片藍川, 

fuji37631, 1958‐8‐1, 三坂大橋,（みさかおお）, みなかみ町（新治村）,L=130.8,ｂ=7,鋼上路ロ－ゼ桁、ｆ＝１６．５、ｌ＝１９．５＋９１＋１９．５、 

    上部工：宮地鉄工所,,,,＊１７５＊１９８＊２８０ 

fuji37632, 1958‐7‐1, 上越大橋,（じょうえつおお）, みなかみ町（新治村）,L=77.9,ｂ=7.2,鋼２ヒンジブレ－スドア－チ、 

    ｌ＝１２＋５２．８＋１２、工場溶接、上部工：高田機工,,,三国沢,＊１７５＊２８０ 

fuji37633, 1958‐, 法師大橋,,  みなかみ町（新治村）,L=60.7,ｂ=7.8,鋼上路連続ランガ－桁橋、ｌ＝１０＋４５＋５、上部工： 

    石川島重工業,,,,＊１７５＊２８０＊４５０ 

fuji37634, 1958‐, 出立橋,,  中之条町（六合村）,L=51,ｂ=5.5,鋼ア－チ,,,白砂川, 

fuji37693, 1958‐, 宝川橋,,  みなかみ町（水上町）,,道路 ,トラス＋鈑桁、上部工：汽車製造,１９８４年、奥利根橋,,利根川,  

fuji37852, 1958‐, 檜沢橋,,  みなかみ町（新治村）,L=51,ｂ=8.2,上路曲線鈑桁、ｌ＝２ｘ２４．６、Ｒ＝５０、Ｇｏｔｔ、 

    Ｆｅｌｄｔの解法による、上部工：高田機工,,,檜沢,＊１９２＊２８０ 

fuji37966, 1958‐12‐15,桜川橋,,  川場村,L=20,ｂ=3.6,ＰＣ桁,,,桜川, 

fuji38116, 1958‐5‐1, 合ノ川橋,,  板倉町,L=98.1,ｂ=6,ＲＣ橋,,,合ノ川, 

fuji38117, 1958‐11‐28,天神橋,,  川場村,L=68.1,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝５,,,薄根川, 

fuji38118, 1958‐, 新戸橋,,  長野原町,L=64.9,ｂ=4.5,ＲＣ橋,これ迄は木造方杖橋,,吾妻川, 

fuji38119, 1958‐11‐1, 塗川橋,,  片品村,L=35,ｂ=4,ＲＣＴ桁、ｎ＝２,,,塗川, 

fuji38120, 1958‐8‐30, 赤沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=9.5,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,赤沢, 

fuji38121, 1958‐3‐1, 鳥沢橋,,  伊勢崎市（東村）,L=8,ｂ=4,ＲＣ桁橋,,,, 

fuji38122, 1958‐3‐1, 的場橋,,  東吾妻町（東村）,L=6,ｂ=5.5,ＲＣスラブ橋,,,, 

fuji38399, 1958‐6‐1, 今井橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,,,, 

fuji38400, 1958‐, 第二号橋,,  沼田市（利根村）,,道路 ,,,こもき林道,, 

fuji38635, 1959‐7‐4, 市城橋,,  東吾妻町（東村）,L=78,ｂ=2,鋼吊橋、土橋、Ｌ＝６,９月２６日流失、再架,,, 

fuji38693, 1959‐4‐28, 坂東橋,（ばんどう）, 渋川市,L=211,ｂ=8,連続トラス、ｌ＝６３＋８４＋６３、工場溶接、現場リベット、中央径間を 

    アンカ－として側径間を張り出し架設、部材の運搬と取り付けはケ－ブルクレ－ンによる、 

    上部工：横河橋梁,空気ケ－ソン基礎、下部工：銭高組,,利根川,＊１７５＊２８０＊５５５ 

fuji38931, 1959‐6‐15, 三丁橋,,  みなかみ町（新治村）,L=37.1,ｂ=7.5,鋼方杖ラ－メン、ｌ＝１０．８＋２５．９＋１０．８,, 

    三国国道みなかみ町（新治村）,, 

fuji38944, 1959‐4‐1, 久芳橋,（ひさよし）, 安中市,L=196,ｂ=8,ＰＣ箱桁、ｌ＝２８、ｎ＝７、上部工：ピ－エスコンクリ－ト,,, 

    碓氷川,＊１５４＊１７５＊２２５＊２８０ 

fuji39003, 1959‐4‐11, 藤武橋,（とうぶ）, 藤岡市（小林町）,L=727,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝２０．３＋２２ｘ３１＋２０．３、上部工： 

    ピ－エスコンクリ－ト,井筒基礎、下部工：東鉄工業、旧橋は木桁土橋、Ｌ＝５８０、１９７５年 

    歩道添加、ｂ＝３．７,,神流川,＊１７５＊１９８＊２８０ 

fuji39004, 1959‐, 中間原橋,,  ,L=203.2,ｂ=5.5,ＰＣ桁、ｌ＝８ｘ２５．４,,,,＊１７５ 

fuji39005, 1959‐, 鷹の巣橋,,  安中市,L=192,ｂ=8,ＰＣ桁、ｌ＝８ｘ２３,,,碓氷川,＊２８０ 

fuji39006, 1959‐, 岩島橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=80.1,ｂ=4,ＰＣ桁、ｌ＝２ｘ４０、上部工：興和コンクリ－ト,旧橋は吊橋、 

    ＲＣ塔,,吾妻川 ,＊１７５ 

fuji39007, 1959‐, 泙川橋,（ひらかわ）, 沼田市（利根村）,L=54.6,ｂ=5,ＰＣ桁,,,泙川, 

fuji39008, 1959‐4‐1, 谷川橋,,  みなかみ町（水上町）,L=52,ｂ=5.5,ＰＣ桁、ｌ＝３３．３＋１８、ＢＢＲＶ工法、上部工： 

    北海道ピ－エス,下部工：東鉄工業,,利根川,＊１５４＊１７５＊２１３＊２６９ 

fuji39009, 1959‐3‐31, 新波橋,,  高崎市,L=75,ｂ=7,ＰＣＴ桁、ｌ＝４ｘ１８、上部工：オリエンタルコンクリ－ト,,,榛名白川, 

fuji39156, 1959‐, 勝沼橋,,  長野原町,L=27.1,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁,,,折の沢, 

fuji39202, 1959‐, 大立沢橋,,  沼田市（利根村）,L=29,ｂ=4,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji39203, 1959‐8‐8, 黒岩橋,,  川場村,L=19.5,ｂ=3,ＲＣＴ桁、ｎ＝２,,,薄根川, 

fuji39204, 1959‐12‐5, 武尊橋,,  川場村,L=12.6,ｂ=3.6,ＲＣＴ桁,,,薄根川, 

fuji39205, 1959‐10‐1, 八千代橋,,  伊勢崎市（東村）,L=12.5,ｂ=4,ＲＣ橋,,,, 

fuji39206, 1959‐3‐1, 小屋沢橋,,  伊勢崎市（東村）,L=9.3,ｂ=3.4,ＲＣ橋,,,, 

fuji39207, 1959‐, 神楽橋,,  長野原町,L=9.5,ｂ=6,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji39208, 1959‐, 一号橋,,  長野原町,L=7.5,ｂ=4.9,ＲＣ橋,,,地蔵川, 

fuji39209, 1959‐, 坪井平橋,,  長野原町,L=7,ｂ=6,ＲＣ橋,,,用水, 

fuji39210, 1959‐, 砂塚橋,,  長野原町,L=6.4,ｂ=6.5,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji39211, 1959‐5‐30, 小日向橋,（おびなた）, みなかみ町（水上町）,L=7.3,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,渓流, 

fuji39347, 1959‐, 原ノ谷戸橋,,  高崎市（倉渕村）,L=13,道路 ,永久橋,,,, 

fuji39348, 1959‐, 湯ケ沢橋,,  高崎市（倉渕村）,L=11,道路 ,永久橋,,,, 

fuji39349, 1959‐, 細入川橋,,  高崎市（倉渕村）,L=8,道路 ,永久橋,,,, 

fuji39613, 1959‐, 岩崎橋,,  高崎市（吉井町）,L=170,ｂ=3.7,木橋,,,鏑川, 

fuji39614, 1959‐, 水沼橋,（みずぬま）, 高崎市（倉渕村）,L=113,ｂ=3,木桁橋,１９７２年架け替え、永久橋,,烏川, 

fuji39709, 1960‐, 大日向橋,（おおひなた）, 南牧村,L=27.4,ｂ=ｂ＝３．４,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝４０,,,,＊４２１＊２０６＊４６４ 

fuji39722, 1960‐, 赤城根橋,,  沼田市（利根村）,L=55,ｂ=5,上路合成トラス、ｌ＝５４．３、上部工：宮地鉄工所,,,片品川, 

fuji39782, 1960‐, 新布橋,,  みなかみ町（新治村）,L=41.2,ｂ=7.5,鋼合成箱桁、これ迄は木造トラス,,,赤谷川,＊２６３＊２８０ 

fuji39799, 1960 頃, 永久橋,,  ,,ｂ=7,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝３１．７＋３５＋３１．７、ＳＭ５８Ｂ材使用、上部工：石川島重工業,,,, 

    ＊４５０ 

fuji39915, 1960‐, 板鼻跨線橋,, 安中市,L=25.5,ｂ=9.5,鈑桁,,,,＊２８０ 

fuji39916, 1960‐, 二俣橋,,  沼田市（利根村）,L=23,ｂ=4.5,鈑桁,,,, 

fuji40048, 1960‐, 室石橋,,  ,L=29.3,ｂ=5.5,ＰＣ桁、ｌ＝２８．５,,,,＊１７５ 

fuji40049, 1960‐, 板鼻跨道橋,, 安中市,L=13.3,ｂ=9.5,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji40050, 1960‐, 源志橋,,  中之条町,,道路 ,ＰＣ桁,,,, 



ｆ10 群馬県 

 ２０ 

fuji40051, 1960‐, 中河原橋,,  高崎市（榛名町）,L=203.1,ｂ=6.2,ＰＣ橋,,,烏川, 

fuji40169, 1960‐, 小俣橋,,  安中市,,ｂ=4,ＲＣゲルバ－桁,,,, 

fuji40201, 1960‐6‐1, 摺淵橋,,  片品村,L=84,ｂ=4.2,ＲＣＴ桁、ｎ＝６,,,片品川, 

fuji40202, 1960‐, 御蔵橋,,  前橋市,L=52.1,ｂ=7,ＲＣ桁橋,,,新砥川,＊２８０ 

fuji40203, 1960‐7‐26, 土合橋,,  みなかみ町（水上町）,L=26,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁,,,湯檜曽川, 

fuji40204, 1960‐, 二号橋,,  長野原町,L=10,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji40205, 1960‐3‐1, 万代橋,,  東吾妻町（東村）,L=17.6,ｂ=5.5,ＲＣ床版橋,,,沼尾川, 

fuji40332, 1960‐, 館林駅構内架道橋,, 館林市,,複線,ＲＣボックスラ－メン、ｌ＝５,直接基礎,東武伊勢崎線館林～多々良間,, 

fuji40366, 1960‐5‐15, 緑埜橋,,  藤岡市,L=51.5,ｂ=3.5,永久橋,1984 年１１月架け替え、Ｌ＝５２、ｂ＝６,,鮎川, 

fuji40367, 1960‐, 相吉橋,,  高崎市（倉渕村）,L=98,道路 ,永久橋,１９５９年流失,,烏川, 

fuji40368, 1960‐, 鍛冶屋橋,,  高崎市（倉渕村）,L=10,道路 ,永久橋,,,, 

fuji40369, 1960‐, 栃の木橋,,  高崎市（倉渕村）,L=9,道路 ,永久橋,,,, 

fuji40502, 1960‐6‐1, 尾野瀬橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,白倉川, 

fuji40503, 1960‐, 細工屋橋,,  片品村,,道路 ,,,,片品川, 

fuji40504, 1960‐, 守毛内橋,,  片品村,,道路 ,,,,片品川, 

fuji40505, 1960‐3‐1, 新布橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji40506, 1960‐, 前の沢橋,,  藤岡市,,道路 ,,,,, 

fuji40710, 1960‐, 佐野橋,（さの）, 高崎市,L=112,ｂ=5.5,木桁橋,ＰＣ杭基礎、１９９４年架け替えｌ=113.7ｂ＝２、２、木桁橋,,烏川, 

    ＊２８０＊４２１ 

fuji40711, 1960‐, 一本松橋,（いっぽんまつ）, 高崎市,,ｂ=5.5,木桁橋,１９７８年架け替えｌ=１５９．１、ｂ＝１０．１、鈑桁,,烏川,  

fuji40712, 1960‐3‐1, 坂下橋,,  みなかみ町（水上町）,L=23,ｂ=3.5,木橋,,,, 

fuji40713, 1960‐, 小宿橋,,  長野原町,L=15.7,ｂ=4,木橋,,,小宿川, 

fuji40714, 1960‐, 坂下橋,,  渋川市（北橘村）,L=7.6,ｂ=3,木橋,,,, 

fuji40769, 1961‐5‐1, 上妻橋,（かみつま）, 中之条町,,道路 ,鋼吊橋、木床,１９９０年架け替え、Ｌ＝１２１．７、ｂ＝９．７５、ＰＣ斜張橋、 

    ｌ＝１０３,,四万川, 

fuji40840, 1961‐, 敷島橋,（しきしま）, 渋川市（子持村）,L=138.2,ｂ=4.5,ペチットトラス、ｌ＝２ｘ６７．３、木床、旧・坂東橋のトラスを再用, 

    １９６６年、主構補強、鋼床版に変更、１９７７年架け替えＬ＝１５２．３、ｂ＝５．５＋２＠２．５、 

    ＰＣ連続桁橋、ｌ＝３＠４５．８、直接基礎,,利根川 ,＊４２１ 

fuji40841, 1961‐1‐1, 吾嬬橋,（あづま）, 中之条町（六合村）,L=69.1,ｂ=4,ペチットトラス、ｌ＝１ｘ６７．３、旧・坂東橋のトラスを主構間隔 

    を縮小して再用、改造移設、宮地鉄工所,１９７７年これ迄の木床をＲＣ床とし幅員を３ｍとする,, 

    白砂川,＊３９４＊４２１＊５５５＊５６５＊６３８「 

fuji40842, 1961‐8‐13, 伊香保ケーブル橋,, 渋川市（伊香保町）,,単線,上路トラス、ｌ＝４ｘ３５．８、上部工：石川島重工業,下部工： 

    西松建設、１９６６年休止廃線、撤去,伊香保ケーブル鉄道,, 

fuji40899, 1961‐11‐1, 吾妻橋,（あがつま）, 渋川市,L=204.9,ｂ=9.5,連続鈑桁、ｌ＝３６＋３＠４４＋３６,空気ケ－ソン基礎、下部工： 

    銭高組、旧橋はトラス,,吾妻川,＊２８０ 

fuji41002, 1961‐, 七曲橋,,  長野原町,L=9,ｂ=7.5,合成鈑桁,,,, 

fuji41054, 1961‐, 立沢橋,,  沼田市（利根村）,L=38,ｂ=6.5,鈑桁、上部工：浦賀船渠,,,, 

fuji41055, 1961‐, 栗沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=23,ｂ=6,鈑桁、上部工：浦賀船渠,下部工：須田建設,,栗沢川, 

fuji41056, 1961 頃, 須川橋,,  長野原町,,鉄道 ,鈑桁、ｌ＝３０．６、上部工：桜田機械工業,１９７１年廃線,国鉄長野原線 

    長野原～太子間,,＊１７５ 

fuji41127, 1961‐, 熊川橋,,  長野原町,L=19.9,ｂ=5,鋼橋,,,熊川  

fuji41212, 1961‐, 幸知橋,,  みなかみ町（水上町）,L=60,ｂ=6,ＰＣ桁、上部工：ピ－エスコンクリ－ト,,,湯檜曽川 

fuji41357, 1961‐3‐1, 青柳橋,,  館林市,L=70,ｂ=7.1,ＲＣ橋,,,谷田川 

fuji41358, 1961‐, 沼尾橋,,  東吾妻町（東村）,L=50.8,ｂ=5.5,ＲＣ橋,１９８９年１０月３１日架け替え、Ｌ＝１３５、ｂ＝７．２５,, 

    沼尾川 

fuji41359, 1961‐7‐1, 金沢橋,,  東吾妻町（東村）,L=18,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,金沢川 

fuji41360, 1961‐7‐1, 竹ン沢橋,,  東吾妻町（東村）,L=7.5,ｂ=6,ＲＣ橋,,,竹沢川 

fuji41361, 1961‐, 湯沢橋,,  長野原町,L=11.3,ｂ=5,ＲＣ橋,,,地蔵川 

fuji41362, 1961‐, 一号橋,,  長野原町,L=10,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,胡桃沢 

fuji41363, 1961‐, 常木橋,,  長野原町,L=9.5,ｂ=6.5,ＲＣＴ桁,,, 

fuji41364, 1961‐1‐25, 須ノ子沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=8.4,ｂ=8,ＲＣＴ桁,,,須ノ子沢川 

fuji41652, 1961‐, 姥堂橋,,  川場村,L=67,ｂ=3.1,,,, 

fuji41653, 1961‐, 新井橋,,  川場村,L=18,ｂ=4,,,, 

fuji41654, 1961‐, 御底入橋,,  片品村,,道路 ,,,,片品川 

fuji41655, 1961‐, 大立沢橋,,  片品村,,道路 ,,,, 

fuji41656, 1961‐3‐1, 八幡橋,,  神流町,,道路,,,, 

fuji41657, 1961‐9‐1, 裏門橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,雄川 

fuji41844, 1961‐, 清水橋,,  長野原町,L=12.2,ｂ=3.2,木橋,,,遅沢川, 

fuji41845, 1961‐, やまくぼ橋,,  長野原町,L=11.4,ｂ=2.6,木橋,,,熊川, 

fuji41846, 1961‐, 白岩橋,,  長野原町,L=10,ｂ=2.4,木橋,,,白岩沢, 

fuji42150, 1962‐, 深沢橋,,  長野原町,L=34,ｂ=6.5,合成鈑桁,,,深沢, 

fuji42233, 1962 頃, 夜后沢橋,,  ,L=23,ｂ=7,曲線鈑桁、上部工：日本橋梁,,,, 

fuji42234, 1962‐, 早川橋,,  太田市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１５,木杭基礎,東武伊勢崎線世良田～境町間,早川, 

fuji42387, 1962‐, 四釜橋,,  沼田市,L=25,ｂ=7.6,ＰＣ桁,,,四釜川,＊２８０ 

fuji42388, 1962‐3‐20, 小松橋,,  沼田市（利根村）,L=21,ｂ=4.2,ＰＣ桁,,,, 

fuji42540, 1962‐12‐16,栗原橋,,  沼田市（利根村）,L=54.5,ｂ=4.2,ＲＣ桁、ｎ＝４,１９６７年伸長、Ｌ＝２７．２、ＲＣ桁ｎ＝２、計 

    Ｌ＝８１．７,,, 

fuji42541, 1962‐12‐1, 学校橋,,  片品村,L=28,ｂ=5.1,ＲＣ桁、ｎ＝２,,,小川, 

fuji42542, 1962‐7‐1, かえで橋,,  みなかみ町（水上町）,L=25,ｂ=6,ＲＣ橋,,,, 

fuji42543, 1962‐8‐1, 栗生沢橋,,  みなかみ町（水上町）,L=12.6,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,, 

fuji42875, 1962‐6‐1, 観音橋,（かんのん）, 桐生市,,道路 ,桁橋,ＲＣ橋脚,,桐生川, 

fuji42876, 1962‐, 井沢橋,,  藤岡市,L=41.6,ｂ=3,,,,, 
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fuji42877, 1962‐, 小和知橋,,  みなかみ町（月夜野町）,L=9,ｂ=4,,,,, 

fuji42878, 1962‐, センノ沢橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,,,,, 

fuji42879, 1962‐, 相沢橋,,  渋川市（北橘村）,L=6.8,ｂ=6,,,,木曽川, 

fuji42880, 1962‐, 面天橋,,  渋川市（北橘村）,L=5.4,ｂ=7.3,,,,橘川, 

fuji42881, 1962‐4‐25, 間橋（綾戸橋）,, 渋川市（子持村）,,道路 ,,,,, 

fuji42882, 1962‐10‐1, 並木橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji42883, 1962‐, 韮川橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,,,, 

fuji42884, 1962‐3‐1, 植木橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji42885, 1962‐7‐1, 萩橋,,  中之条町,,道路,,,,, 

fuji42886, 1962‐11‐1, 宇妻橋,,  中之条町,,道路 ,,,,, 

fuji43097, 1962‐, 不動橋,,  長野原町,L=12.1,ｂ=3.5,木橋,,,不動沢, 

fuji43098, 1962‐, 一号橋,,  長野原町,L=6.4,ｂ=2,木橋,,,折の沢, 

fuji43099, 1962‐, 吾妻橋,,  みなかみ町（月夜野町）,, 道路 ,木橋,架け替え,,, 

fuji43130, 1963‐4‐25, 間橋（綾戸橋）架替え,（はざま（あやど））, 渋川市（子持村）,,道路 ,木造吊橋,１９８０年 1月架け替え、 

    Ｌ＝８０．５、ｂ＝９．４、ＰＣπ型ラーメン橋,,利根川,＊４２１ 

fuji43148, 1963‐11‐15,新三国大橋,（しんみくにおお）, みなかみ町（新治村）,L=141.2,ｂ=7.8,鋼ランガ－トラス、ｆ＝１８、ｌ＝１４０、上部工： 

    川田工業,１９９０年床版打替え,,猿沢,＊１５４＊２００＊２１３＊２８０＊４２１ 

fuji43149, 1963‐, 相生橋,,  みなかみ町（新治村）,L=30.7,ｂ=9,鋼ア－チ,,,赤谷川,＊２８０ 

fuji43150, 1963‐6‐1, 二恵橋,（ふたえ）, 沼田市,L=120,ｂ=5.5,鋼上路ランガ－桁、ｌ＝１５．６＋８８＋１５．６、ｆ＝１１、補剛桁に 

    プレストレス導入、上部工：横河橋梁,下部工：万屋建設、旧・二恵二見橋、１９８３年下流側に 

    側道橋架設、鋼ロ－ゼ,,片品川 ,＊２００＊２２４＊５５５ 

fuji43151, 1963‐1‐1, 田辺橋,（たなべ）, 東吾妻町（吾妻町）,L=80.5,ｂ=6,鋼上路ランガ－桁、ｌ＝５７、上部工：石川島播磨重工業,,, 

    吾妻川,＊２００＊２２４ 

fuji43174, 1963‐7‐15, （新）碓氷川橋,, 安中市（松井田町）,L=100.8,（上り） 単線 ,ＲＣオ－プンア－チ、ｆ＝９、ｌ＝７０、支保工, 

    １９６４年平行して同型式を架設、１９９７年廃線,国鉄信越線横川～軽井沢間,碓氷川,＊２１３ 

fuji43193, 1963‐12‐20,第四利根川橋（上り）,（とねがわ）,  沼田市,L≒７７,単線 ,トラス、ｌ＝６２．４、ケ－ブルエレクション、鈑桁、 

    ｌ＝１４．５、上部工：東京鐵骨橋梁,直接基礎、複線化,国鉄上越線津久田－岩本間, 

    利根川 ,＊２４６＊４４６ 

fuji43277, 1963‐12‐20,第二利根川橋,, 渋川市（赤城村）,L≒２５７,単線,連続鈑桁、ｌ＝２＠４７．６、ＰＣ桁、ｌ＝１９、ｎ＝８、上部工： 

    日本鋼弦コンクリ－ト,複線化,国鉄上越線津久田～岩本間,利根川, 

fuji43278, 1963‐12‐20,第三利根川橋,, 渋川市（赤城村）,L≒２３５,単線,連続鈑桁、ｌ＝２＠４７．６、ＰＣ桁、ｌ＝１９、上部工： 

    日本鋼弦コンクリ－ト,複線化,国鉄上越線津久田～岩本間,利根川 ,＊２００＊２２４ 

fuji43571, 1963‐12‐16,第五利根川橋,（とねがわ）, 沼田市,L≒１１１,単線 ,鈑桁,複線化,国鉄上越線津岩本～沼田間,利根川, 

fuji43572, 1963‐12‐5, 第六利根川橋,（とねがわ）, みなかみ町（水上町）,,単線 ,鈑桁,複線化,国鉄上越線水上～湯桧曽間,利根川, 

fuji43573, 1963‐12‐5, 第七利根川橋,（とねがわ）, みなかみ町（水上町）,,単線 ,下路鈑桁、n＝１、鈑桁,複線化,国鉄上越線 

    水上～湯桧曽間,利根川, 

fuji43574, 1963‐, 浜尻大橋,,  高崎市,L=28.6,ｂ=２ｘ（７．５＋３）,鈑桁,,,井野川,＊２８０ 

fuji43575, 1963‐, 上碓氷川橋（上り）,（かみうすいがわ）, 安中市（松井田町）,,単線,鈑桁、ｌ＝４６．４,,国鉄信越本線 

    松井田～西松井田間,碓氷川, 

fuji43674, 1963‐, 浅間橋,,  長野原町,L=20.5,ｂ=8,鋼橋,,,跨道路橋 , 

fuji43804, 1963‐5‐21, 競運橋,,  伊勢崎市,L=98,ｂ=4,ＰＣ桁,これ迄は木橋,,広瀬川, 

fuji43805, 1963‐, 第一吉本橋,, みなかみ町（水上町）,,単線 ,ＰＣ桁、ｌ＝１９、上部工：オリエンタル、,,国鉄上越線水上～ 

    湯檜曽間,, 

fuji43806, 1963‐12‐20,渋川バイパス橋,, 渋川市,,単線 ,ＰＣスラブ橋、ｌ＝２２．１、上部工：ピ－エスコンクリ－ト,複線化,国鉄上越線 

    渋川～敷島間,, 

fuji43807, 1963‐, 郡界橋,,  渋川市（子持村）,L=12.8,ｂ=8.8,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji43808, 1963‐, 岩本第一跨線橋,, 沼田市,L=10.4,ｂ=8,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji43809, 1963‐, 新染谷川橋,, 前橋市,L=15.8,ｂ=２ｘ（１０＋３）,ＰＣ桁,,,染谷川,＊２８０ 

fuji43810, 1963‐, 牛池川橋,,  前橋市,L=15.7,ｂ=２ｘ（１０＋３）,ＰＣ桁,,,牛池川,＊２８０ 

fuji43974, 1963‐12‐5, 第八利根川橋,（とねがわ）, みなかみ町（水上町）,L=100.6,単線 ,ＰＣ台形ラ－メン、ｌ＝６２、ＰＣ桁、 

    ｌ＝２ｘ１１．８＋１１、上部工：オリエンタルコンクリ－ト,旧橋と平行,国鉄上越本線水上～ 

    湯檜曽間,利根川 ,＊２０１＊２１３＊２２５＊４２１ 

fuji44066, 1963‐11‐1, 鼻高橋,,  高崎市,L=180,ｂ=4.2,ＲＣ橋,,,碓氷川, 

fuji44067, 1963‐3‐1, 蛭田橋,,  板倉町,L=22,ｂ=4,ＲＣ橋,,,, 

fuji44068, 1963‐, 大谷沢橋,,  みなかみ町（新治村）,L=14,ｂ=7,ＲＣ桁,,,大谷沢 ,＊２８０ 

fuji44298, 1963‐, 小和田川橋,, 高崎市（倉渕村）,L=10,道路 ,永久橋,,,, 

fuji44299, 1963‐, 塩沢橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,永久橋,,,, 

fuji44462, 1963‐, 矢の口橋,,  藤岡市,L=10,ｂ=4,,,,, 

fuji44463, 1963‐3‐1, 上尾野瀬橋,, 甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji44464, 1963‐, 白川橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,,,,, 

fuji44465, 1963‐1‐1, 石戸沢橋,,  沼田市（利根村）,,道路 ,,,,, 

fuji44466, 1963‐12‐1, さざなみ橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,,,, 

fuji44467, 1963‐, 和名中橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji44468, 1963‐, 中後沢橋,,  みなかみ町（月夜野町）,,道路 ,,架け替え,,, 

fuji44697, 1963‐, 熊川大橋,,  長野原町,L=28.7,ｂ=2.5,木橋,,,熊川, 

fuji44800, 1964‐, 大峯沢橋,,  みなかみ町（新治村）,L=70.8,ｂ=8.4,トラス,,,大峯沢 ,＊２８０ 

fuji44894, 1964‐, 滝見橋,,  片品村,L=27,ｂ=8.5,鋼曲線箱桁、ｌ＝２６．１、Ｒ＝３０、上部工：横河橋梁,,,,＊２００＊２２４ 

fuji44895, 1964‐, 久森橋,,  長野原町,L=32.7,ｂ=7.1,鋼合成箱桁,,,吾妻川 , 

fuji44961, 1964‐2‐10, 第一利根川橋,（とねがわ）, 渋川市,L≒１４４,単線 ,連続鈑桁、ｌ＝３＠４７．８,,国鉄上越線渋川～敷島間, 

    利根川, 

fuji45128, 1964‐, 館ノ下橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路,合成鈑桁,,, ,  

fuji45129, 1964‐12‐1, 温井川橋,（ぬくいがわ）, 藤岡市,L=24.8,ｂ=13,合成鈑桁、ｌ＝２４．４、亜鉛メッキ処理、上部工：日本鉄塔工業,後・ 
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    歩道添加、ｂ＝２,,温井川,＊１５４＊２００＊２８０ 

fuji45130, 1964‐, 前橋陸橋,,  前橋市,L=170,ｂ=２ｘ１１．５,合成鈑桁、ｎ＝（４＋２）、ＰＣ桁、ｎ＝７,,,跨上越線,＊２８０ 

fuji45263, 1905‐5‐17, 宮沢橋,,  沼田市（利根村）,L=43,ｂ=7,鈑桁、上部工：日立造船、,,,, 

fuji45264, 1964‐, 幡谷橋,,  沼田市（利根村）,L=29,ｂ=5.5,鈑桁,,,, 

fuji45265, 1964‐, 岩棚沢橋,,  沼田市（利根村）,L=10,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji45494, 1964‐, 栄橋,,  長野原町,L=40.7,ｂ=4,鋼橋,,,吾妻川, 

fuji45495, 1964‐, 温川橋,,  ,,道路 ,鋼橋,,,,＊２６３ 

fuji45496, 1964‐, 胡桃沢橋,,  中之条町,,道路 ,鋼橋、上部工：浦賀重工業,,,, 

fuji45497, 1964‐2‐1, 高麗橋,（こま）, 日高町,L=39,ｂ=6,鋼桁橋、上部工：川田工業,１９９４年歩道橋併設,,高麗川, 

fuji45536, 1964‐3‐1, 町屋橋,（まちや）, 高崎市,L=294,ｂ=7,ＰＣ箱桁、ｌ＝１０ｘ２７．９＋１ｘ１３．９、上部工：オリエンタルコンクリ－ト, 

    これ迄は木橋,,烏川, 

fuji45609, 1964‐, 五料跨線橋,, 安中市（松井田町）,L=16.5,ｂ=9.5,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji45610, 1964‐5‐1, 塩畑堂橋,,  甘楽町,L=114,ｂ=6.7,ＰＣ橋,これ迄は吊橋、鉄トラス補剛、ＲＣ塔,,鏑川, 

fuji45912, 1964‐, 蓮橋,,  みなかみ町（新治村）,L=35.7,ｂ=8.3,ＲＣ桁、ｎ＝４,,,須川,＊２８０ 

fuji45913, 1964‐, 白狐橋,,  みなかみ町（新治村）,L=27.3,ｂ=8.1,ＲＣ桁、ｎ＝３,,,白狐沢,＊２８０ 

fuji45914, 1964‐3‐20, 砂川橋,,  沼田市（利根村）,L=9.5,ｂ=4,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji45915, 1964‐, 向井橋,,  長野原町,L=18.1,ｂ=7.8,ＲＣ橋,,,遅沢川, 

fuji45916, 1964‐, 栗平橋,,  長野原町,L=7.5,ｂ=7.8,ＲＣＴ桁,,,片蓋川, 

fuji45917, 1964‐11‐1, 八千代橋,,  渋川市（伊香保町）,L=5.5,ｂ=3.5,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji45918, 1964‐3‐1, 五丁田橋,,  伊勢崎市（東村）,L=5.2,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,沢口川 , 

fuji45919, 1964‐11‐1, 尾曳橋,（おびき）, 館林市,,道路 ,ＲＣ橋,,,鶴生田川, 

fuji46141, 1964‐, 端神端,,  高崎市（倉渕村）,L=6,道路 ,永久橋,,,, 

fuji46142, 1964‐, 東川橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,永久橋,,,, 

fuji46143, 1958‐, 塩之瀬橋,（しおのせ）, 桐生市,L=18,ｂ=4,永久橋、桁橋、ｎ＝２,,,桐生川, 

fuji46144, 1964‐3‐31, 竜宮橋,,  伊勢崎市,,道路 ,永久橋,,,広瀬川 , 

fuji46145, 1964‐11‐17,三家橋,（みついえ）, 伊勢崎市,,道路 ,永久橋,,,広瀬川, 

fuji46327, 1964‐5‐1, 千歳橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji46328, 1964‐7‐1, 久保橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji46329, 1964‐, 神流川橋,,  神流町,,林道,,,,神流川, 

fuji46330, 1964‐, 鈴蘭橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,,,,, 

fuji46331, 1964‐, 大峯橋,,  みなかみ町（新治村）,,道路 ,,,,, 

fuji46548, 1964‐, 天神橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,木橋,,,, 

fuji46568, 1965‐, 薗原橋,,  沼田市（利根村）,,ｂ=3,吊橋、ｌ＝１３６、鋼補剛トラス,これ迄はＲＣア－チ（水没）,, 

    片品川（薗原ダム湖）,＊６６７ 

fuji46569, 1965‐, 老神橋（内楽橋）,, 沼田市（利根村）,,ｂ=3.6,吊橋、ｌ＝７５、単径間、２ヒンジ補剛鋼桁、耐風索、鋼塔,,, 

    片品川（薗原ダム湖） ,＊６６７ 

fuji46573, 1965‐, 島古井橋,（しまぶるい）, 沼田市（利根村）,L=104,ｂ=2.7,重床式吊橋、ｌ＝１０５．４、２ヒンジ、鋼塔、上部工：東京製綱 ,,,

    片品川（薗原ダム湖） ,＊２００＊２２４＊６６７ 

fuji46586, 1965‐, 福岡大橋,,  みどり市,,道路,鋼下路ア－チ（ロ－ゼ？）橋,,,渡良瀬川,＊４５４ 

fuji46628, 1965‐4‐24, 竜ケ鼻橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=146,ｂ=5.5,トラス、鈑桁、昭和橋のトラスを再用,,,吾妻川, 

fuji46690, 1965‐, 落合橋,（おちあい）, 下仁田町,L=40,ｂ=6,鋼曲線箱桁、ｌ＝３８、７、上部工：宮地鉄工所,旧橋は上路ラチストラス,,, 

    ＊２００＊２２４ 

fuji46929, 1965‐, 常盤橋,,  沼田市（利根村）,L=35.5,ｂ=5,合成鈑桁、ｌ＝３５、鋼線による,,,薗原ダム湖,＊６６７ 

fuji47064, 1965‐2‐1, 泉沢橋,,  東吾妻町（吾妻町）,L=17,ｂ=6,鈑桁,,,泉沢川, 

fuji47065, 1965‐, 東橋,,  沼田市（利根村）,L=31,ｂ=7,鈑桁,,,, 

fuji47066, 1965‐, 赤城沢橋,,  沼田市（利根村）,L=23.6,ｂ=4,鈑桁,,,, 

fuji47067, 1965‐, 松根沢橋,,  沼田市（利根村）,L=14.2,ｂ=4,鈑桁,,,, 

fuji47068, 1965‐, 水良橋,,  沼田市（利根村）,L=5,ｂ=4,鈑桁,,,, 

fuji47273, 1965‐8‐23, 太田立体交差橋,, 太田市,L=180,ｂ=13.5,ＰＣＴ桁、ｌ＝５ｘ１５＋１ｘ２５＋４ｘ１５＋２ｘ１０,,,跨東武鉄道, 

fuji47449, 1965‐, 下平橋,,  中之条町（六合村）,L=13,ｂ=7,ＲＣ橋,,,, 

fuji47450, 1965‐, 中沢橋,,  中之条町（六合村）,L=9.6,ｂ=7.3,ＲＣ橋,,,, 

fuji47451, 1965‐, 熊川橋,,  長野原町,L=12.6,ｂ=8.1,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji47452, 1965‐, 二号橋,,  長野原町,L=7.2,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,跨鉄道橋, 

fuji47453, 1965‐, 室倉橋,,  長野原町,L=6,ｂ=6.5,ＲＣスラブ橋,,,室倉沢, 

fuji47454, 1965‐, 横沢橋,,  沼田市（利根村）,L=6.2,ｂ=5.5,ＲＣ桁,,,, 

fuji47455, 1965‐3‐1, かじか橋,,  渋川市（伊香保町）,L=6,ｂ=4,ＲＣ橋,,,, 

fuji47456, 1965‐, 高崎第一陸橋,, 高崎市,L=332.5,ｂ=15.5,ＲＣスラブ橋、ｎ＝１７,,,,＊２８０ 

fuji47457, 1965‐, 高崎第二陸橋,, 高崎市,L=184,ｂ=17,ＲＣスラブ橋、ｎ＝１１,,,,＊２８０ 

fuji47803, 1965‐, 広桃橋,,  渋川市（北橘村）,L=11,ｂ=6.5,,,,, 

fuji47804, 1965‐12‐1, 天徳寺橋,,  甘楽町,,道路,,,,, 

fuji47805, 1965‐3‐1, 竹萱橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji47806, 1965‐, １４８号橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,,,,, 

fuji47807, 1965‐, 唐沢橋,,  沼田市（利根村）,,道路 ,,,,, 

fuji48041, 1966‐4‐1, 利根川サイホン橋,（とねがわ）, 渋川市（子持村）,L=258,水管径φ１ｘ２．３ｍ ,鋼ランガ－、ｌ＝３ｘ８４、バイプ桁、 

    上部工：大島工業,,,利根川 , 

fuji48074, 1966‐2‐1, 碓氷川橋（下り）,, 安中市（松井田町）,L=100.8,単線 ,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝７０、施工：大成建設、 

    飛島建設工業,１９９７年廃線,国鉄信越本線横川～軽井沢間,碓氷川 ,＊２１３ 

fuji48089, 1966‐, 矢木沢橋,,  みなかみ町（水上町）,,ｂ=5.5,トラス、ｌ＝６４、鈑桁、ｌ＝２３,,,矢木沢, 

fuji48122, 1966‐3‐1, 利根橋,（と ね）, 前橋市,L=199.8,ｂ=6.4,鋼連続箱桁、ｌ＝５４．６＋９０＋５４．６、上部工：汽車製造,下部工： 

    大豊建設、１９７４年歩道拡幅、ｂ＝２＠２,,利根川 ,＊２００＊４２１＊５５５ 

fuji48146, 1966‐11‐1, 銚子橋,（ちょうし）, みなかみ町（水上町）,L=39,ｂ=8,鋼箱桁、n＝１,,,利根川, 

fuji48504, 1966‐, 南郷橋,,  沼田市（利根村）,L=42,ｂ=5.5,鈑桁、上部工：駒井鉄工,,,片品川, 
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fuji48505, 1966‐, 平沢橋,,  渋川市,L=18,ｂ=19.6,鈑桁,,,平沢川,＊２８０ 

fuji48506, 1966‐, 大埼橋,,  渋川市,L=14.3,ｂ=20.6,鈑桁,,,,＊２８０ 

fuji48507, 1966‐, 金久保橋,,  沼田市（利根村）,L=24,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji48508, 1966‐, 石楠花橋,,  沼田市（利根村）,L=12.4,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji48617, 1966‐, 深沢橋,,  長野原町,L=15,ｂ=3.5,鋼橋,,,深沢, 

fuji48618, 1966‐7‐1, 折之沢橋,,  長野原町,L=8.4,ｂ=4,鋼橋,,,折之沢, 

fuji48619, 1966‐, 若栗橋,,  ,,道路 ,鋼橋,,,,＊２６３ 

fuji48740, 1966‐, 扇橋,,  安中市,L=13,ｂ=9,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji48741, 1966‐, 多野橋,,  藤岡市,L=106.8,ｂ=8,ＰＣＴ桁、ｌ＝３ｘ３４．６,,,鮎川, 

fuji48742, 1966‐12‐30,和田橋,（わだ）, 高崎市,L=338.1,ｂ=８．５＋２＠２,ＰＣＴ桁、ｎ＝８、,井筒基礎,,烏川,＊２８０＊４２１ 

fuji48890, 1966‐9‐1, 八間樋橋,,  板倉町,L=97.3,ｂ=4,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji48891, 1966‐, 小穴沢橋,,  長野原町,L=12.6,ｂ=6.8,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji48892, 1966‐, 十文字沢橋,, 長野原町,L=12.6,ｂ=6.8,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji48893, 1966‐, 小川橋,,  長野原町,L=6.4,ｂ=3.8,ＲＣ橋,,,地蔵川, 

fuji48894, 1966‐8‐1, 貴船橋,（きぶね）, みどり市（大間々町）,,道路 ,PC桁、ｎ＝３,,,渡良瀬川, 

fuji49246, 1966‐, 天満橋,,  伊勢崎市,L=100,ｂ=6,,,,広瀬川, 

fuji49247, 1966‐3‐25, 深西橋,,  前橋市（粕川村）,L=30,ｂ=4,,,,粕川, 

fuji49248, 1966‐12‐1, 水神岩橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji49249, 1966‐3‐1, 青梨橋,,  神流町,,道路,,１８９７年頃吊橋架設,,神流川, 

fuji49250, 1966‐7‐1, 中沢橋,,  甘楽町,,道路,,,,, 

fuji49251, 1966‐, 郷橋,,  沼田市（利根村）,,道路 ,,,,, 

fuji49453, 1966‐, 鹿生橋,,  長野原町,L=8,ｂ=2,木橋,,,遅沢川, 

fuji49476, 1967‐, 湯川橋,（ゆかわ）, 中之条町（六合村）,L=77,ｂ=6,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝６１、上部工：浦賀重工業,,,, 

    ＊２２４ 

fuji49517, 1967‐, 鳳来橋,,  東吾妻町（吾妻町）,,道路,上路トラス,,, ,  

fuji49805, 1967‐2‐1, 河原橋,,  神流町（万場町）,,ｂ=6,合成鈑桁、ｌ＝３０．７,,,,＊６６６ 

fuji49806, 1967‐12‐30,鎧橋,,  沼田市（利根村）,L=25,ｂ=4,合成鈑桁,,,, 

fuji49964, 1967‐, 花園橋,,  中之条町（六合村）,L=21,ｂ=7.5,鈑桁,,,, 

fuji49965, 1967‐, 宇津野橋,,  沼田市（利根村）,L=36,ｂ=7.5,鈑桁,,,, 

fuji49966, 1967‐, 吹割橋,,  沼田市（利根村）,L=48.3,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji49967, 1967‐, 二双橋,,  沼田市（利根村）,L=11.4,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji49968, 1967‐10‐1, 猿取橋,,  渋川市（伊香保町）,L=10,ｂ=4,Ｈ型桁,,,, 

fuji50233, 1967‐4‐25, 下碓氷川橋,, 安中市,L=197.8,単線 ,ＰＣ桁、ｌ＝３５．８＋６ｘ２７、上部工：日本ピ－エスコンクリ－ト,下部工： 

    木下組、複線化,国鉄信越本線群馬八幡～安中間,碓氷川 ,＊２０１ 

fuji50234, 1967‐9‐1, 烏川橋,（からすかわ）, 高崎市,L=264.8,単線 ,ＰＣ下路桁橋、ｌ＝２５＋６ｘ３５．８＋２５,複線化、１９８６年２月、 

    下り線別線架け替え、Ｌ≒２６６、鈑桁、ｌ＝３ｘ３７．５、ＰＣ桁、ｌ＝（２＋２）ｘ３７、井筒基礎, 

    国鉄信越本線北高崎～群馬八幡間,烏川, 

fuji50235, 1905‐5‐20, 八千代橋,,  ,L=338,ｂ=９．５＋２＠２,ＰＣＴ桁、ｌ＝８ｘ４１．４,,,, 

fuji50236, 1905‐5‐20, 松の木瀬橋,, 高崎市（吉井町）,L=150,ｂ=6,ＰＣＴ桁、ｌ＝４ｘ３０、プレテンＰＣ桁、ｌ＝（１＋１）ｘ１５,,,鏑川, 

fuji50375, 1967‐5‐1, 斗合田橋,,  板倉町,L=24.6,ｂ=6,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji50376, 1967‐3‐1, 稲良橋,,  板倉町,L=19.1,ｂ=7,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji50377, 1967‐3‐1, 小沼橋,,  板倉町,L=17,ｂ=3.2,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji50378, 1967‐3‐1, 横幹橋,,  板倉町,L=15,ｂ=6,ＲＣ橋,,,谷田川, 

fuji50379, 1967‐, 檜塚橋,,  長野原町,L=6.6,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji50380, 1967‐, すなし橋,,  長野原町,L=6,ｂ=4,ＲＣ橋,,,, 

fuji50381, 1967‐, 沢下橋,,  中之条町（六合村）,L=5,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji50673, 1967‐10‐30,今里跨線橋,, 伊勢崎市,L=119,ｂ=9.5,,,,跨東武鉄道, 

fuji50674, 1967‐, 中村橋,,  伊勢崎市,L=106,ｂ=6,,,,粕川, 

fuji50675, 1967‐, 新開橋,,  伊勢崎市,,道路 ,歩道添加,,,広瀬川, 

fuji50676, 1967‐, 峰橋,,  下仁田町,,道路 ,,,,, 

fuji50863, 1967‐, 上熊川橋,,  長野原町,L=9.9,ｂ=3.6,木橋,,,熊川, 

fuji50864, 1967‐, 八ツ場二号橋,, 長野原町,L=7,ｂ=2,木橋,,,穴山沢 , 

fuji50884, 1968‐4‐22, 金毘羅橋,（こんぴら）, 藤岡市（鬼石町）,１７３（補剛トラス支間）,ｂ=4.5,吊橋、ｌ＝１７５、単径間、２ヒンジ鋼補剛トラス 

    パイプ構造、平行線ケ－プルＰＳ工法、鋼塔、上部工：日本鋼管、活荷重、ＴＬ－１４,下部工： 

    万屋建設、旧橋は、柚木橋、Ｌ＝６８．４、ｂ＝３．６、ＲＣゲルバ－桁,,神流川（下久保ダム）, 

    ＊１９２＊２２４＊２８０＊４２１＊６６６ 

fuji50885, 1968‐4‐27, 太田部橋,（おおたぶ）, 藤岡市（鬼石町）,L=132.5,ｂ=3.5,吊橋、ｌ＝１３３．４、単径間、２ヒンジ鋼補剛トラス、鋼塔、 

    耐風索、活荷重、ＴＬ－１４、上部工：東綱橋梁,,,神流川（下久保ダム） ,＊２２４＊２８０＊６６６ 

fuji50899, 1968ー, 群馬用水真壁第二水管橋,,  渋川市,L=105,水管,鋼ランガ－桁、上部工：横河橋梁,,,, 

fuji50936, 1968‐, 滝見橋,,  中之条町（六合村）,L=62,ｂ=7.5,トラス、ｌ＝６０,,,白砂川, 

fuji51052, 1968‐, 小川橋,（おがわ）, 藤岡市,L=44.3,ｂ=５．５＋２＠１．２５,連続曲線鈑桁、ｌ＝２２＋２１．７、上部工：東日本鉄工,,,, 

    ＊２００＊２２４ 

fuji51053, 1968‐, 久呂保橋,,  昭和村,L=105,ｂ=6,連続鈑桁、ｌ＝６３＋４１,,,利根川, 

fuji51255, 1968‐, 貝瀬橋,,  長野原町,L=20,ｂ=5.5,合成鈑桁,,,駒倉沢 , 

fuji51399, 1968‐, 保美濃山橋,, 藤岡市（鬼石町）,,ｂ=6,鈑桁、ｌ＝２８．４,,,,＊６６６ 

fuji51400, 1968‐, 田黒橋,,  藤岡市（鬼石町）,,ｂ=8,Ｈ型桁、ｌ＝１８．４,,,,＊６６６ 

fuji51401, 1968‐, 長栄橋,,  長野原町,L=50.7,ｂ=4.5,鈑桁、ｎ＝２,,,吾妻川, 

fuji51402, 1968‐, 新中尾橋,,  安中市（松井田町）,L=91.9,ｂ=8.5,鈑桁,,,碓氷川,＊２８０ 

fuji51403, 1968‐, 新霧積橋,,  安中市（松井田町）,L=46,ｂ=8.5,鈑桁,,,霧積川,＊２８０ 

fuji51404, 1968‐, 観音橋,,  高崎市,L=73,ｂ=11,鈑桁,,,桃ノ木川,＊２８０ 

fuji51405, 1968‐, 桜塚跨線橋,, みどり市（笠懸町）,L=36.3,ｂ=20.9,鈑桁,,,,＊２８０ 

fuji51406, 1968‐, 桜塚跨線橋,, みどり市（笠懸町）,L=19.7,ｂ=18.5,鈑桁,,,,＊２８０ 
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fuji51518, 1968‐3‐3, 桜沢橋,,  長野原町,L=9,ｂ=5,鋼橋,,,桜沢, 

fuji51557, 1905‐5‐21, 小坂子第一水路橋,, 前橋市,L=110,水路,ＰＣ箱桁、ｌ＝２ｘ３４．９６＋１ｘ３９．９６,,,, 

fuji51558, 1905‐5‐21, 小坂子第二水路橋,, 前橋市,,水路,ＰＣ箱桁、ｌ＝２ｘ２９．９,,,, 

fuji51559, 1905‐5‐21, 小坂子第三水路橋,, 前橋市,,水路,ＰＣ箱桁、ｌ＝３９．９＋１７．９６２ｘ２９．９,,,, 

fuji51560, 1905‐5‐21, 小坂子第四水路橋,, 前橋市,,水路,ＰＣ箱桁、ｌ＝２ｘ３９．９,,,, 

fuji51788, 1968‐, 根古橋,,  沼田市（利根村）,L=8.5,ｂ=4,ＲＣ橋,,,, 

fuji51789, 1968‐, 空色橋,,  長野原町,L=6.4,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,, 

fuji51790, 1968‐, 第三号橋,,  沼田市（利根村）,L=6.4,ｂ=4,ＲＣスラブ橋,,,, 

fuji51947, 1968‐, 中和田橋,,  高崎市（箕郷町）,,道路 ,永久橋,,,榛名白川, 

fuji51948, 1968‐, 松ノ木瀬橋,,  安中市,,道路 ,永久橋,,,, 

fuji51949, 1968‐, 坂原橋,,  藤岡市（鬼石町）,,ｂ=7.5,永久橋、ｌ＝１５．４,,,坂原沢,＊６６６ 

fuji51950, 1968‐, 高瀬橋,,  藤岡市（鬼石町）,,ｂ=8,永久橋、ｌ＝１６．４,,,高瀬沢,＊６６６ 

fuji51951, 1968‐, 法久橋,,  藤岡市（鬼石町）,,ｂ=8,永久橋、ｌ＝１６．４,,,法久沢,＊６６６ 

fuji52083, 1968‐4‐1, 金山橋,,  甘楽町,,道路,,,,, 

fuji52084, 1968‐7‐1, 上引田橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji52085, 1968‐2‐1, 裏八幡橋,,  神流町,,道路,,,,, 

fuji52086, 1968‐10‐1, 広瀬大橋,,  伊勢崎市,４５、２,ｂ=１３＋１．５,,,,広瀬川, 

fuji52087, 1968‐3‐1, 平釜橋,,  伊勢崎市,,道路 ,,拡幅,,, 

fuji52260, 1968‐, 新楡木橋,,  長野原町,L=12.5,ｂ=2.8,木橋,,,滝沢 , 

fuji52261, 1968‐, 落合橋,（おちあい）, 桐生市,,道路 ,木桁橋,ＲＣ橋脚,,桐生川 , 

fuji52283, 1969‐1‐1, 西中通学橋,（にしちゅうつうがく）,  沼田市,L=151.4,ｂ=0.8,吊橋、木造補剛トラス、耐風索,,, 

    利根川,＊４２１＊５５５ 

fuji52293, 1969‐, 五月橋,（さつき）, 桐生市（黒保根村,L=86,ｂ=7,鋼ランガ－桁、ｌ＝１ｘ８５、上部工：宮地鉄工所,,,渡良瀬川, 

fuji52294, 1969‐, 吾妻川水管橋,, 渋川市,,,鋼ランガ－,,,吾妻川, 

fuji52377, 1969‐, 白川サイホン水管橋,, 高崎市（箕郷町）,L=99.9,水管 ,パイプトラス、ｌ＝２ｘ４５,,,榛名白川, 

fuji52526, 1969‐, 富岡大橋（旧・甘楽橋）,（とみおかおお）, 富岡市,L=130,ｂ=６．５＋２＠１,連続鈑桁、ｌ＝３９．５＋５０＋３９．５, 

    下部工：岩井建設,,鏑川, 

fuji52826, 1969‐4‐25, 利根橋,（とね）, みなかみ町（月夜野町）,L=58,ｂ=4,合成鈑桁、n＝２、上部工：日本鋼管,これ迄は木橋,,利根川, 

fuji52827, 1969‐, 藤岡跨道橋,, 藤岡市,L=20.8,ｂ=20,合成鈑桁,,,,＊２８０ 

fuji53016, 1969‐, 新鷺石橋,,  沼田市,L=101.9,ｂ=8.5,鈑桁,,,利根川,＊２８０ 

fuji53017, 1969‐, 愛宕橋,,  中之条町（六合村）,L=30,ｂ=7.6,鈑桁,,,, 

fuji53018, 1969‐, 双子橋,,  中之条町（六合村）,L=24,ｂ=6,鈑桁,,,, 

fuji53019, 1969‐, 細足橋,,  中之条町（六合村）,L=21.5,ｂ=8,鈑桁,,,, 

fuji53020, 1969‐, 岩宿跨線橋,, みどり市（笠懸町）,L=25.9,ｂ=19.5,鈑桁,,,,＊２８０ 

fuji53146, 1969‐10‐1, 西栗橋,（にしくり）, 片品村,L=40.7,ｂ=8,鋼方杖ラ－メン鈑桁、ｌ＝（１０＋２０＋１０）,,,笠科川, 

fuji53189, 1969‐, 金沢川水路橋,, ,,水路 内幅３．３ｍ 高さ２．１５ｍ ,ＰＣ箱桁、ｌ＝３０,,,, 

fuji53190, 1905‐5‐22, 総社跨線橋,, 前橋市,L=100,ｂ=11,ＰＣ箱桁、ｌ＝５ｘ１９．３６,,,跨上越線橋, 

fuji53275, 1969‐, 新若宮橋,,  安中市（松井田町）,L=13.5,ｂ=8.5,ＰＣ桁,,,,＊２８０ 

fuji53276, 1969‐, 東橋,（あづま）, 伊勢崎市（東村）,,道路,ＰＣ桁、ｎ＝２,,,渡良瀬川,  

fuji53476, 1969‐3‐1, 十二社橋,（じゅうにそ）, 明和町,L=23,ｂ=6,ＲＣ（ＰＣ？）橋,,,谷田川, 

fuji53477, 1969‐3‐1, 高橋,（たか）, 桐生市,,道路 ,ＲＣ橋,,,桐生川, 

fuji53607, 1969‐, 長井橋,,  高崎市（倉渕村）,L=8,道路 ,永久橋,,,, 

fuji53608, 1969‐6‐21, 末広陸橋,,  高崎市,,道路 ,永久橋,,,跨信越線橋, 

fuji53762, 1969‐4‐1, 清水橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,, 

fuji53763, 1969‐6‐1, 下引田橋,,  甘楽町,,道路 ,,,,白倉川, 

fuji53764, 1969‐3‐1, 万生橋,,  神流町,,道路 ,,,,気奈沢川, 

fuji53940, 1969‐, 鈴沢橋,,  長野原町,L=7.7,ｂ=２．５～４,木桁橋,,,鈴沢, 

 


