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FR04:川を渡る橋・宮城県 
 

 Ｎｏ  橋名  読み  県名  所在地 路線名／番号 架橋河川 西暦年 橋長、幅員  構造形式・構成 

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

R0001 鳴瀬川橋梁 なるせがわ 宮城 東松島市(鳴瀬町) ＪＲ仙石線 鳴瀬川 1999 489 単線  

                ＰＣフインバック桁橋 ｌ＝75.2+4ｘ85+71.3  

R0002 鳴瀬大橋（新小野橋） なるせおお 宮城 東松島市(鳴瀬町) 国道 45号 鳴瀬川 1979 435.3 8.25+2.25  

                 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@51.8）+（3@40.3） 

R0003 小野橋  おの  宮城 東松島市(鳴瀬町) 県道 204号 鳴瀬川 1936 247.8 5.5 鈑桁 ｌ＝13ｘ19 ＲＣ桁橋 ｎ＝4 

R0004 東松島大橋 ひがしまつしまおお 宮城    鳴瀬川 2008 385 7.25+2.5 連続鈑桁 n＝9@ 

R0005 鳴瀬奥松島大橋   宮城 東松島市(鳴瀬町) 三陸縦貫自動車道 鳴瀬川 1996 410.5 2x9.25  

          ニールセンローゼ桁 ｌ＝140 鋼連続箱桁 ｌ＝（2@62.1）+（2@57.8） 鈑桁 ｌ＝25.8 

R0006 仮橋    宮城 石巻市（桃生町）   鳴瀬川 1881 218 3.6 木橋 

R0007 浜市仮橋    宮城 石巻市（桃生町）   鳴瀬川 1889 218 3.6 木橋 

R0008 木間塚橋  きまずか 宮城 鹿島台町・美里町（南郷町） 県道 16号 鳴瀬川 1931 236.7 4.25 鈑桁 ｌ＝17ｘ12+2ｘ13 

R0009 感恩橋  かんおん 宮城 鹿島台町・美里町（南郷町） 国道 346号 鳴瀬川 1980 279.1 7+2@2  

                  連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@46.2） 

R0010 船越水管橋   宮城 鹿島台町・美里町（南郷町） 鳴瀬川     

R0011 ？     宮城 松山町・美里町（小牛田町） 鳴瀬川     

R0012 鳴瀬川橋梁(上り) なるせかわ 宮城 松山町・美里町（小牛田町） ＪＲ東北本線 鳴瀬川 1958 231.9 2x単線  

                   鈑桁 ｌ＝1ｘ25.4+9ｘ22.3 

R0013 野田橋    宮城 松山町・美里町（小牛田町） 県道 19号 鳴瀬川 1935 236.9 5.5 鈑桁 ｌ＝13ｘ18.2 

R0014 衛生水管橋   宮城 松山町・美里町（小牛田町） 鳴瀬川     

R0015 志田橋  しだ  宮城 松山町・大崎市（古川市） 県道 32号 鳴瀬川 1958 266.2 6  

                  ゲルバー鈑桁 ｌ＝9ｘ29.5 

R0016 桑折江大橋   宮城 大崎市（三本木町）  鳴瀬川     

R0017 鳴瀬川橋梁 なるせかわ 宮城 大崎市（三本木町）東北新幹線 鳴瀬川 1982 206 複線  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝（46.7+2@53.7+46.7） 

R0018 三本木橋  さんぼんぎ 宮城 大崎市（三本木町）  鳴瀬川 1661   土橋 

R0019 三本木大橋（新三本木橋） さんぼんぎおお 宮城 大崎市（三本木町） 国道 4号 鳴瀬川 1997 196.1 8+2.5  

                 連続鈑桁 ｌ＝38.8+3@39.2+38.8 

R0020 鳴瀬川橋  なるせかわ 宮城 大崎市（三本木町） 東北自動車道 鳴瀬川 1977 403.9 2x10  

            連続鈑桁 ｌ＝（49.4+64+63.4）+（63.4+64+63.45） 鈑桁 ｌ＝1ｘ33.1 

R0021 高倉橋    宮城 大崎市（三本木町・古川市） 県道 158号 鳴瀬川 1971 208.8 6.5 ＰＣ桁橋 l=5x40.9 

R0022 高倉水管橋   宮城 大崎市（三本木町・古川市） 鳴瀬川     

R0023 大橋    宮城 大崎市    鳴瀬川 1882 91 7.3 土橋 

R0024 鳴瀬川大橋 なるせかわおお 宮城 加美町（中新田町） 北羽前街道 鳴瀬川 1883 4.6  

                木造ラチストラス Ｌ＝108 板橋 Ｌ＝27+9 

R0025 鳴瀬大橋  なるせおお 宮城    国道 457号 鳴瀬川 1912    

R0026 小野田橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川     

R0027 旭橋    宮城 加美町（小野田町）県道 156号 鳴瀬川     

R0028 鹿原橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1966   中央 80ｍをＲＣ橋に架替え 

R0029 水沼橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1956 60 1.8 土橋 

R0030 味ケ袋橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1877 36 2.4 土橋 

R0031 岩城橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1913    

R0032 水芋橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川     

R0033 真坂橋  まさか 宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1937 23.5 5.6 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0034 赤坂橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1971 38.7 2.6  

R0035 漆沢大橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1971 78.2 3.6  

R0036 （漆沢ダム）   宮城      鳴瀬川     

R0037 小田刈橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1958 31 3.6 合成鈑桁 ｌ＝33 

R0038 月崎橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川 1875 18 1.8 土橋 

R0039 宮当橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川  72.7 1.2 土橋 

R0040 石神橋    宮城 加美町（小野田町）  鳴瀬川  54.5 1.8 土橋 

R0041 前橋    宮城 加美町    鳴瀬川 1876 5.5 2.1 土橋 

R0042 芋沢橋    宮城 加美町    鳴瀬川 1881 62 2.7 木橋 

R0043 鳴瀬橋    宮城 加美町    鳴瀬川 1883 145 4.5 木橋 

R0044 ?     宮城      鳴瀬川 1934 217 5.5 鈑桁 ｌ＝17.9 

R0045 幡谷橋    宮城      鳴瀬川 1953  5.5 鈑桁 ｌ＝4ｘ21 

R0060 閑上大橋  ゆりあげ 宮城 名取市・仙台市若林区 主地道 10 名取川 1972 541.1 8.3 ＰＣラーメン箱桁 

R0061 新名取川橋   宮城 名取市・仙台市若林区 仙台東道路 名取川 1991 528.3  鋼単弦ローゼ ｌ＝147.5 n=2 

R0062 名取川水管橋   宮城 仙台市太白区 仙台圏工業用水 名取川     

R0063 名取大橋  なとりおお 宮城  国道 4号（バイパス） 名取川 1963 541 14.5 合成鈑桁 ｌ＝17ｘ31.2 

R0064 大野田橋    宮城 仙台市太白区   名取川 1932    



 ２ 

R0065 名取橋  なとり  宮城 仙台市太白区 国道 4号 名取川 1932 190.8 7.5 鈑桁 l=20 n=9 

R0066 名取大橋  なとりおお 宮城 仙台市太白区 国道 4号 名取川 1992 470 7.5+2@2.5 

             鋼連続箱桁 l＝(50.3+50.8+51.4)+(53.9+54.4+51.4)+(3@51.6)  

R0067 名取川橋梁 なとりがわ 宮城 仙台市太白区 東北本線 名取川 1998  複線  

             PC斜版橋 l=(40.9+50.5)+(103.4+108.6)+(51.9+52)+(51.9+52) 

R0068 名取川橋梁   宮城 仙台市太白区 東北新幹線 名取川 1882    

R0069 太白大橋    たいはくおお 宮城 仙台市太白区 県道 258号 名取川 1994 625.8 20.5 ＰＣ箱桁+鋼連続箱桁Ｌ＝178 

R0070 ？     宮城 名取市・仙台市太白区 仙台南道路 名取川     

R0071 名取一号橋   宮城 名取市・仙台市太白区 国道 286号 名取川 1975 95.2 14.5 （上り）鋼桁橋 

R0072 栗ノ木橋  くりのき 宮城 名取市・仙台市太白区  名取川 1961 78 4 合成鈑桁 

R0073 栗ノ木水管橋   宮城 名取市・仙台市太白区  名取川     

R0074 ？     宮城 名取市・仙台市太白区 仙台南道路 名取川     

R0075 名取二号橋   宮城 名取市・仙台市太白区 仙台南道路 国道 286号 名取川 1999 263 21.4 鋼連続箱桁 

R0076 名取川橋    宮城 名取市・仙台市太白区 東北自動車道 名取川 1972 144.8 9 連続鈑桁 

R0077 塩ノ瀬橋    宮城 名取市・仙台市太白区  名取川 1915 84.5 2.4 木造吊橋 

R0078 和合橋     宮城      名取川 1953 92.1 3.6 上路トラス l＝45 n＝2 歩道となる 

R0079 生出橋  おいで 宮城    県道 31号 名取川 1977 100 7 鈑桁 

R0080 名取川水管橋   宮城 仙台市太白区 仙南仙塩広域水道 名取川     

R0081 川添橋    宮城 仙台市太白区 国道 286号 名取川 1993 80 12 鋼アーチ橋 

R0082 赤石橋  あかいし 宮城 仙台市太白区   名取川 1934 86.5 5.4 トラス 鈑桁 

R0083 秋保大橋    宮城 仙台市太白区   名取川 1989 135 7 鋼アーチ橋 

R0084 覗橋    宮城 仙台市太白区 県道 160号 名取川 1984 32 5 RCアーチ 

R0085 湯ノ橋  ゆの  宮城 仙台市太白区   名取川 1968 60 4.5 鋼上路ランガー桁 

R0086 羽山橋    宮城 仙台市太白区   名取川 1969 60 5.5 鈑桁 

R0087 館下橋    宮城 仙台市太白区   名取川 1967 41 4.5 RC橋 

R0088 竹の内橋    宮城 仙台市太白区 県道  名取川 1953 80 5.5 鈑桁 

R0089 深野橋  ふかや 宮城 仙台市太白区 県道 62号 名取川 1966 49.1 6 鈑桁 

R0090 不動滝橋    宮城 仙台市太白区   名取川 1979 70.3 6.3 鋼ラーメン橋 

R0091 昼野橋  ひるの 宮城 仙台市太白区 県道 62号 名取川     

R0092 盤神大橋    宮城 仙台市    名取川 1874 27 4.5 土橋 

R0093 風ノ堂橋  かぜのどう 宮城 仙台市    名取川 1875 31 5.4 土橋 

R0094 八重勝橋    宮城 仙台市    名取川 1876 36 3 土橋 

R0095 画野橋    宮城 仙台市    名取川 1877 24 5.4 土橋 

R0096 下臨塩橋    宮城 仙台市    名取川 1878 24 4.5 木橋 

R0097 盤神小橋    宮城 仙台市    名取川 1879 13 2.7 土橋 

R0098 重勝橋    宮城 仙台市    名取川 1879 36 2.7 木橋 

R0099 境野橋    宮城 仙台市    名取川 1934 83 4.4 鈑桁 

R0100 茂岩大橋    宮城    国道 286号 名取川 1992 170 10.5 鈑桁 

R0120 迫川橋梁    宮城 涌谷町   国鉄気仙沼線 旧迫川 1967 116.8 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ31.5+22.3 

R0121 長泥（沢）橋   宮城 涌谷町    旧迫川 1947    

R0122 大橋    宮城 登米市    旧迫川 1881 71 4.2 土橋 

R0123 生栄巻大橋   宮城 涌谷町    旧迫川 1964 122.5 4 桁橋 

R0124 伊鈴橋（神懸橋） いすず 宮城 涌谷町  国道 346号 旧迫川 1967 119.6 9  

R0125 三ツ口橋    宮城 大崎市（田尻町）・登米市（米山町） 県道 15号 旧迫川     

R0126 千貫橋    宮城 登米市（米山町） 県道 237号 旧迫川     

R0127 瀬ケ崎橋    宮城 登米市（米山町）   旧迫川     

R0128 上千貫橋    宮城 登米市（米山町）   旧迫川     

R0129 岩狭足洗橋   宮城 登米市（米山町）   旧迫川     

R0130 砥落橋  とおとし 宮城 登米市（南方町・米山町） 県道 198号 旧迫川     

R0131 梶沼橋    宮城 登米市（南方町・米山町） 旧迫川     

R0132 新迫川橋梁   宮城 登米市（豊里町） 国鉄気仙沼線 迫川 1967 252 単線 鈑桁 ｌ＝8ｘ31.5 

R0133 二つ屋橋  ふたつや 宮城 登米市（豊里町） 県道 61号 迫川     

R0134 十五貫橋  じゅうごかん 宮城 登米市（豊里町） 県道 237号 迫川     

R0135 中埣橋    宮城 登米市（豊里町）   迫川     

R0136 桜岡橋    宮城 登米市（豊里町） 県道 15号 迫川     

R0137 桜岡橋歩道橋   宮城   迫川     

R0138 山吉田橋  やまよしだ 宮城 登米市（米山町） 国道 346号 迫川  1964 195.5 6 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ11.2+5ｘ33.9 

R0139 迫川水管橋   宮城 登米市（迫町）   迫川     

R0140 佐沼大橋    宮城 登米市（迫町） 県道 1号 迫川  1967 118 8.5 鈑桁 

R0141 廿木橋  はたこ 宮城 登米市（迫町）   迫川     

R0142 錦橋    宮城 国道 398号    迫川  1961 102 7 ＰＣ箱桁 ｌ＝3ｘ34 

R0143 錦橋歩道橋   宮城      迫川     

R0144 底ケ城大橋   宮城 登米市（迫町） 県道 36号 迫川     

R0145 若石大橋    宮城 栗原市（若柳町）   迫川     

R0146 迫川橋梁    宮城 栗原市（若柳町） ＪＲ東北本線 迫川  1955 290 単線 鈑桁 ｌ＝14ｘ19.2+1ｘ12.9  

R0147 若柳第 2大橋   宮城 栗原市（若柳町） 県道 183号 迫川     

R0148 若柳大橋  わかやなぎ 宮城 栗原市（若柳町） 県道 185号 迫川  1988 116.4 7+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝35.5+44.5+35.5 

R0149 迫川橋梁    宮城 栗原市（志波姫町・若柳町） 東北新幹線 迫川 1982  複線  



 ３ 

R0150 徳富橋    宮城 栗原市（志波姫町・若柳町） 迫川     

R0151 迫川橋    宮城 栗原市（金成町） 東北自動車道 迫川     

R0152 御蔵橋    宮城 栗原市（志波姫町・金成町） 迫川     

R0153 一迫川橋梁   宮城 栗原市 栗原鉄道  一迫川 2007  単線  廃線 

R0154 ？     宮城 栗原市（志波姫町・金成町） 一迫川     

R0155 ？     宮城 栗原市    一迫川     

R0156 笠立橋    宮城 栗原市（志波姫町・金成町） 一迫川     

R0157 留場橋    宮城 栗原市（志波姫町・築館町） 国道 4号 一迫川 1954 76.9 7.5 鈑桁 ｌ＝3ｘ25 

R0158 左足橋    宮城 栗原市（志波姫町・築館町） 一迫川 1931   ＲＣ橋 

R0159 秋山大橋    宮城 栗原市    一迫川     

R0160 龍雲寺橋    宮城 栗原市（志波姫町・築館町） 県道 一迫川     

R0161 川内橋    宮城 栗原市（一迫町）   一迫川     

R0162 保呂羽橋    宮城 栗原市（一迫町） 県道  一迫川     

R0163 法師淵橋    宮城 栗原市（一迫町）   一迫川     

R0164 門前橋    宮城 栗原市（一迫町）   一迫川 1876 51 1.2 木橋 

R0165 梁場橋    宮城 栗原市（一迫町）   一迫川 1879 42 1.2 木橋 

R0166 箱淵橋    宮城 栗原市（一迫町） 国道 427号 一迫川 1880 44 3.6 木橋 

R0167 （花山ダム）   宮城 栗原市    一迫川 1958    

R0168 座主橋    宮城      一迫川 1952 71.2 4.5 鈑桁 ｌ＝3ｘ23.1 

R0169 鈴懸橋    宮城 涌谷町    一迫川 1935    

R0170 迫川橋梁    宮城 登米市（迫町） 仙北線 一迫川 1967 109 単線 廃線 

R0171 若柳橋  わかやぎ 宮城 栗原市（若柳町）   一迫川 1877- 87 7.3 木橋 

R0172 大貫橋    宮城      一迫川 1933    

R0173 道明瀬橋    宮城 栗原市    一迫川 1882 31 3.6 木橋 

R0174 新丁橋    宮城 栗原市    一迫川 1881 27 1.2 木橋 

R0175 藤木橋    宮城 栗原市    一迫川 1881 62 2.7 土橋 

R0176 茂庭橋    宮城 栗原市    一迫川 1880 62 6.2 土橋 

R0177 門出橋    宮城 栗原市    一迫川 1875 45.5 1.2 木橋 

R0178 越戸橋    宮城 栗原市    一迫川 1876 45.5 2.7 木橋 

R0190 高砂橋  たかさご 宮城 仙台市宮城野区 県道 10号 七北田川 1988 203.4 13.8 鈑桁 ｎ＝22 

R0191 高砂中学校前橋   宮城 仙台市宮城野区   七北田川 1949   廃橋 

R0192 高砂大橋    宮城    県道 23号 七北田川 1974 155.5 14.5 ＰＣ桁橋  

R0193 高砂大橋    宮城 宮城野区宮城野区 仙台東部道路 七北田川 2001    

R0194 高砂大橋    宮城    県道 23号 七北田川 1986 155.5 14.5 ＰＣ桁橋  

R0195 福田橋    宮城 仙台市宮城野区   七北田川 1882 45.5 4.5 木橋 

R0196 福田大橋  ふくだおお 宮城 仙台市宮城野区 国道 45号 七北田川 1964 111.8 8+2.5 合成鈑桁 ｌ＝20+3ｘ22.9+20 

R0197 福田上橋    宮城 仙台市宮城野区   七北田川 1965   Ｉ型桁 

R0198 七北田川橋梁   宮城 仙台市宮城野区 宮城電気鉄道 七北田川 1968 94.5 複線  連続鈑桁 ｌ＝3@31.5 

R0199 宮城野大橋   宮城 仙台市宮城野区 県道 141号 七北田川     

R0200 馬橋    宮城 仙台市宮城野区・多賀城市 七北田川     

R0201 田子大橋  たごおお 宮城      七北田川 1969 108 4. 鈑桁 

R0203 七北田川橋梁 ななきたかわ 宮城 仙台市宮城野区 東北新幹線 七北田川 1982    

R0204 七北田川橋梁 ななきたかわ 宮城 仙台市宮城野区 ＪＲ東北本線 七北田川 1977 ≒140  複線型鈑桁 

R0205 岩切大橋    宮城 仙台市宮城野区 県道 8号 七北田川 1972 182 2x9.5 ＰＣＴ型桁 

R0206 今市橋  いまいち 宮城 仙台市宮城野区 県道 141号 七北田川 1987 105 12 ＰＣＴ型桁 

R0207 城前大橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1977 "132,7" 9 ＰＣＴ型桁 

R0208 宝堰橋  たからせき 宮城 仙台市泉区    七北田川 1968 124.12 7 連続鈑桁 ｌ＝26+32.5+26 

R0209 松森橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1981 130 7.7 鈑桁 

R0210 泉大橋    宮城 仙台市泉区  国道 4号 七北田川 1969 150.4 7.5+2 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ24.2 

R0211 七北田橋  ななきた 宮城 仙台市泉区    七北田川 1932 88.2 7.6 ＲＣT桁 ｌ＝8ｘ10.5 

R0212 かむり大橋   宮城 仙台市泉区  県道 22号 七北田川 1983 107.6 25 ＰＣ桁  

R0213 七北田川橋梁   宮城 仙台市泉区  市営地下鉄 七北田川 1992  複線  

R0214 赤生津大橋 あこうつ 宮城 仙台市泉区    七北田川 1989 112.2 12 鈑桁 

R0215 古屋敷橋    宮城 仙台市泉区    七北田川     

R0216 長淵橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1967 50 4 Ｉ型桁 

R0217 七北田川橋   宮城 仙台市泉区   東北自動車道 七北田川 1995 104.2 9 連続鈑桁 

R0218 古内大橋    ふるうちおお 宮城 仙台市泉区  県道 264号 七北田川 1982 126.3 25 鈑桁 

R0219 （明神堰）    宮城 仙台市泉区    七北田川     

R0220 無串橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1985 68 8.8 鈑桁 

R0221 狼河原橋    宮城      七北田川 1880 29 3.6 土橋 

R0222 町東裏橋    宮城      七北田川 1967 56.8 2 Ｉ型桁 

R0223 新早坂下橋   宮城      七北田川 1992 125 16 鈑桁 

R0224 六堂屋敷橋   宮城      七北田川  234 18 ＰＣ橋  

R0225 蒜但木大橋  ひるたきおお 宮城      七北田川     

R0226 実沢大橋    宮城 仙台市泉区    七北田川     

R0227 広瀬橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1878 45.5 3.9 永久橋 

R0228 鼻毛橋  はなげ 宮城 仙台市泉区  県道 35号 七北田川 1980 84.3 9.5 ＰＣ桁 

R0229 年川橋    宮城 仙台市泉区    七北田川     



 ４ 

R0230 馬橋    宮城 仙台市泉区  国道 457号 七北田川 1876 33 3.6 土橋 

R0231 川崎橋    宮城 仙台市泉区    七北田川 1962    

R0232 冠橋    宮城 仙台市泉区  国道 457号 七北田川     

R0233 熊の沢橋    宮城 仙台市泉区    七北田川     

R0234 杉ノ崎橋    宮城 仙台市泉区  県道 263号 七北田川 1993 117 9 ＰＣ桁 

R0235 七北田ダム   宮城 仙台市泉区    七北田川     

R0250 第三大川橋   宮城 気仙沼市   国鉄気仙沼線 大川  1957 ≒90 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ16+3ｘ12.9 

R0251 曙橋    宮城 気仙沼市    大川  1953 76 3  

R0252 ？     宮城 気仙沼市    大川    歩道？  

R0253 気仙沼大橋   宮城 気仙沼市    大川  1969    

R0254 第二大川橋   宮城 気仙沼市   国鉄気仙沼線 大川  1957 89.7 単線 鈑桁 ｌ＝12.9+4ｘ16+12.9 

R0255 本町橋  ほんちょう 宮城 気仙沼市  県道 26号 大川  1934 50 6 ＲＣ連続桁 ｌ＝17 ｎ＝3 

R0256 本町川大橋   宮城 気仙沼市    大川  1730    

R0257 館山大橋    宮城 気仙沼市    大川     

R0258 新城大橋    宮城 気仙沼市    大川     

R0259 第一大川橋   宮城 気仙沼市   国鉄気仙沼線 大川  1957    

R0260 平前橋    宮城 気仙沼市  国道 45号 大川  1960 84.1 8.75+35 ＰＣＴ桁 ｌ＝3ｘ27.3 

R0261 大川橋    宮城 気仙沼市    大川  1949    

R0262 ？     宮城 気仙沼市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0263 大林橋    宮城 気仙沼市  国道 284号 大川     

R0264 ？     宮城 気仙沼市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0265 ？     宮城 気仙沼市    大川     

R0266 ？     宮城 気仙沼市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0267 ？     宮城 気仙沼市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0268 ？     宮城 気仙沼市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0280 白幡橋  しらはた 宮城 柴田町  国道 349号 白石川 1914 146 6.4 木橋  

R0281 白石川橋    しろいしがわ 宮城 柴田町   国鉄東北本線 白石川 1967 159 複線 鈑桁 ｌ＝5ｘ31.5 

R0282 白石川橋    宮城 柴田町  阿武隈急行 白石川 1967  単線 3主桁 

R0283 船岡大橋    宮城      白石川 1935 168.5 4.6 木造方杖橋 

R0284 さくら船岡大橋   宮城 柴田町  県道 114号 白石川     

R0285 柴田大橋    宮城 柴田町  県道  白石川     

R0286 さくら歩道橋   宮城 柴田町    白石川     

R0287 末広歩道橋   宮城 大河原町    白石川 1952   鈑桁+木桁橋  

R0288 末広橋    宮城 大河原町  県道 14号 白石川     

R0289 開運橋    宮城 大河原町    白石川 1878   仮橋  

R0290 尾形橋  おがた 宮城    県道 216号 白石川 1979 158.1 12+2@3 ＰＣ桁 

R0291 大河原橋  おおがわら 宮城 大河原町  県道 110号 白石川 1959 176 9.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ34.4 

R0292 新北白川橋   宮城 白石市・蔵王町 県道 112号 白石川     

R0293 北白川橋    宮城      白石川 1953 197 4.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23.5+5@30+23.5 

R0294 ？     宮城 白石市・蔵王町 東北新幹線 白石川 1982  複線  

R0295 ？     宮城 白石市・蔵王町   白石川     

R0296 白石大橋  しろいしおお 宮城 白石市  県道 12号 白石川 1932 "148,4" 7.3 鈑桁 ｌ＝20.8 

R0297 新白石大橋   宮城 白石市  国道 4号 白石川 1977 280.9 8.25+2.25 連続鈑桁 l＝3@41+3@52 

R0298 白石川橋    宮城 白石市   東北自動車道 白石川 1975 373   

R0299 蔵本水管橋   宮城 白石市    白石川     

R0300 薬師橋    宮城 白石市    白石川 1963   永久橋  

R0301 簗場橋    宮城 白石市    白石川     

R0302 湯元大橋    宮城 白石市    白石川     

R0303 小日向橋    宮城 白石市    白石川     

R0304 下河原橋    宮城 白石市    白石川     

R0305 小原大橋    宮城 白石市    白石川 1949 48.3 5.5 鋼上路 2 ヒンジアーチ ｌ＝34 

R0306 新小原大橋   宮城 白石市  国道 113号 白石川     

R0307 大熊大橋    宮城 白石市  県道  白石川     

R0308 材木岩橋    宮城 白石市    白石川     

R0309 七ケ宿ダム   宮城      白石川 1991   H＝90 ロックフイルダム 地方整備局 

R0310 内川橋    宮城 七ヶ宿町    白石川 1878 40 4.5 木橋 

R0311 淀橋    宮城 白石市？    白石川 1874 58 3.6 土橋 

R0312 深戸橋    宮城 白石市？    白石川 1876 18 4.5 土橋 

R0313 板滑橋    宮城 白石市？    白石川 1879 33 3.6 土橋 

R0330 念仏橋    宮城 多賀城市  県道 23号 砂押川 1962 85.5 9.5 桁橋 

R0331 笠神橋    宮城 多賀城市    砂押川 1951 60 7.5 ＲＣ桁 

R0332 笠神新橋    宮城 多賀城市    砂押川     

R0333 多賀城橋    宮城 多賀城市  国道 45号 砂押川 1978 56.2 17+2@2.5 PCT桁 l＝2 27.3 

R0334 八幡橋    宮城 多賀城市    砂押川     

R0335 鎮守橋    宮城 多賀城市    砂押川 1954 49.5 10 ＲＣ橋  

R0336 末の松山橋   宮城 多賀城市    砂押川 1954 48.5 7.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝14.4+19.2+14.4 

R0337 舟橋    宮城 多賀城市    砂押川     

R0338 砂押川橋梁   宮城 多賀城市  国鉄仙石線 砂押川 1968  複線  



 ５ 

R0339 樋ノ口大橋   宮城 多賀城市    砂押川     

R0340 鴻の池橋    宮城 多賀城市    砂押川     

R0341 砂押川橋梁   宮城 多賀城市   国鉄東北本線 砂押川 1962  複線  

R0342 市川橋    宮城 多賀城市    砂押川 1952 47.5 5.5 ＲＣ橋  

R0343 砂押川橋    宮城 多賀城市   三陸自動車道 砂押川     

R0344 新山路橋    宮城 利府町    砂押川     

R0345 砂押川橋梁   宮城 利府町   国鉄東北本線 砂押川 1894    

R0346 砂押川橋    宮城 利府町   仙台北部道路 砂押川 2002    

R0347 砂押川橋梁   宮城 利府町   国鉄引込み線 砂押川     

R0348 砂押橋    宮城 利府町  県道 8号 砂押川     

R0349 砂押川橋梁   宮城 利府町  東北新幹線 砂押川 1982  複線  

R0350 八幡崎橋    宮城 利府町  県道 260号 砂押川     

R0351 深山橋    宮城 利府町    砂押川     

R0352 高島橋    宮城 利府町    砂押川     

R0353 大吹橋    宮城 利府町    砂押川     

R0354 大沢二号橋   宮城 利府町    砂押川     

R0355 沢乙橋    宮城 利府町  県道 270号 砂押川     

R0356 新風音橋    宮城 利府町    砂押川     

R0357 風音橋    宮城 利府町    砂押川     

R0358 定ケ沢橋    宮城 利府町  県道 3号 砂押川     

R0359 砂押川橋    宮城 利府町   仙台北部道路 砂押川     

R0360 唄沢橋    宮城 利府町    砂押川     

R0361 砂押川橋    宮城 利府町   仙台北部道路 砂押川 2002    

R0362 新唄沢橋    宮城 利府町  県道 3号 砂押川     

R0363 白石沢橋    宮城 利府町    砂押川     

R0364 ？     宮城 利府町  県道 3号 砂押川     

R0380 吉田川橋梁 よしだかわ 宮城 東松島市  ＪＲ仙石線 吉田川 1999 489 単線  

                ＰＣフインバック桁橋 ｌ＝75.2+4ｘ85+71.3 

R0381 鳴瀬大橋（新小野橋） なるせおお 宮城 東松島市 国道 45号 吉田川 1979 435.3 8.25+2.25  

                 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@51.8）+（3@40.3） 

R0382 西小野橋  にしおの 宮城 東松島市  県道 204号 吉田川 1936 68.9 5.5 鈑桁 ｌ＝11.1+11.3+3ｘ11.4+11.2 

R0383 東松島大橋 ひがしまつしまおお 宮城 東松島市   吉田川 2008 385 7.25+2.5 連続鈑桁 n＝9@  

R0384 鳴瀬奥松島大橋   宮城 東松島市 三陸縦貫自動車道 吉田川 1996 410.5 2x9.25  

          ニールセンローゼ桁 ｌ＝140 鋼連続箱桁 ｌ＝（2@62.1）+（2@57.8） 鈑桁 ｌ＝25.8 

R0385 二子屋橋    宮城 松島町・大崎市 県道 60号 吉田川 1959 117.9 5.6  

                伸長 ｌ＝58.1 ＲＣT桁橋 ｌ＝6ｘ11.65+4ｘ12  

R0386 吉田川橋梁 よしだかわ 宮城 松島町・大崎市 国鉄東北本線 吉田川 1956 ≒160 単線 x2  

                 鈑桁 ｌ＝1ｘ35+4ｘ19.2+1ｘ16+1ｘ25.4 

R0387 品井沼大橋 しないぬまおお 宮城 松島町  国道 346号 吉田川 1955 155.4 5.5 鈑桁 ｌ＝4ｘ21 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ11.5 

R0388 大郷大橋一号橋   宮城      吉田川 1947 17.7 1.75 木橋 ｌ＝2ｘ2.6+5ｘ2.5 

R0389 大郷大橋二号橋   宮城      吉田川 1947 36 1.75 木橋 ｌ＝2ｘ3.2+11ｘ2.6 

R0390 大郷大橋    宮城 松島町  県道 146号 吉田川     

R0391 粕川大橋    宮城 松島町  県道 40号 吉田川 1978 201.2 7 PC桁 l＝5ｘ39.2 

R0392 樋場橋    宮城 大和町    吉田川     

R0393 吉田川橋梁   宮城 大和町  東北新幹線 吉田川 1982 208 複線 PC連続箱桁 l＝2ｘ2@51.1 

R0394 悟渓寺橋    宮城 大和町    吉田川 1975 185.1 5.5 鈑桁 l＝5ｘ36.2 

R0395 八幡橋    宮城 大和町    吉田川 1979 147 2 中路鈑桁 l＝5ｘ28.8  

R0396 落合橋    宮城 大和町  県道 3号 吉田川 1973 176 12 鈑桁 l＝35.7+4ｘ29.8 

R0397 吉田川橋    宮城 大和町 東北自動車道 吉田川 1976 78.4 2ｘ11.45 鈑桁 l＝38.3+38.1 

R0398 舞野大橋    宮城 大和町    吉田川     

R0399 北河原橋    宮城 大和町    吉田川 1878 29 3.6 土橋 

R0400 丸古渕橋    宮城 大和町    吉田川     

R0401 高田橋    宮城 大和町・富谷市 国道 4号 吉田川 1994 71.3 2x（8+3） 連続鈑桁 l＝2@35.2 

R0402 下原橋    宮城 大和町    吉田川     

R0403 高田中央橋   宮城 大和町    吉田川     

R0404 綱木橋    宮城 大和町    吉田川     

R0405 魚板橋    宮城 大和町    吉田川     

R0406 八志田橋    宮城 大和町  県道 147 吉田川     

R0407 嘉太神ダム かだいじん 宮城      吉田川 1937   H＝27 アースダム 

R0420 広瀬大橋    宮城 仙台市（太白区・若林区） 仙台南道路 広瀬川 1993 370.6 9 鋼桁 

R0421 広瀬川水管橋   宮城 仙台市（太白区・若林区） 仙台市上水道 広瀬川   鋼下路アーチ n＝3 

R0422 広瀬川水管橋   宮城 仙台市（太白区・若林区） 仙台圏工業用水 広瀬川     

R0423 千代大橋  ちよおお 宮城 仙台市（太白区・若林区） 国道 4号 広瀬川 1981 310 2@(10.5+3) 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ33.8 

R0424 広瀬川橋梁   宮城 仙台市（太白区・若林区） ＪＲ貨物線 広瀬川   複線  

R0425 広瀬川橋梁   宮城 仙台市（太白区・若林区） ＪＲ東北本線 広瀬川 1887  2ｘ単線 鈑桁 

R0426 広瀬川橋梁   宮城 仙台市（太白区・若林区） 東北新幹線 広瀬川   複線  

R0427 長町橋  ながまち 宮城 仙台市（太白区・若林区） 広瀬川 1668   木橋 

R0428 広瀬橋  ひろせ 宮城    国道 4号 広瀬川 1959 126.7 16+2@3.2市電併用  



 ６ 

                連続鈑桁 ｌ=21+（26.3+31.5+26.3）+21 

R0429 宮沢橋  みやざわ 宮城 仙台市（太白区・若林区） 広瀬川 1955 139.4 6  

                ゲルバー鈑桁 ｌ=24.9+29.2+30.4+29.2+24.9 

R0430 愛宕橋  あたご 宮城 仙台市（太白区・若林区） 広瀬川 2003 102 12.8 PCT桁 ｎ＝2 

R0431 愛宕大橋  あたごおお 宮城 仙台市（太白区・青葉区） 広瀬川 1975 228 26 鋼桁橋+ＰＣ桁橋 

R0432 越路橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川    仮板橋. 

R0433 霊屋橋  おたまや 宮城      広瀬川 1915  4.2 吊橋 l＝60 木造トラス補剛 ＲＣ塔 

R0434 評定所橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1636     

R0435 評定河原橋 ひょうじょうがわら 宮城     広瀬川 1957 "102,5" 4 ゲルバー鈑桁 ｎ＝5 

R0436 新評定河原橋   宮城      広瀬川 1994 110 11.9 鈑桁 ｎ＝2 

R0437 花壇橋  かだん 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1613 363  屋根付橋 

R0438 仙台橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1601 91 9 木桁橋 n＝13 

R0439 大橋  おお  宮城      広瀬川 1938 116 6+2@2  

                 ＲＣオープンアーチ ｌ＝33+41+33 

R0440 ？     宮城 仙台市（青葉区） 地下鉄 広瀬川     

R0441 中瀬橋（大工橋） なかのせ 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1694  木造橋 流失 

R0442 仲の瀬橋  なかのせ 宮城    国道 48号 広瀬川 1983 239 上段 24.5下段 22  

         鋼箱桁 l＝44+50+50 鈑桁 l＝19 RC ラーメン桁橋 l＝3@11 ＰＣ橋 l＝13.8+3ｘ8.3 

R0443 支倉橋  はぜくら 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1694   流失、廃橋 

R0444 澱橋（淀見が橋） よどみ 宮城      広瀬川 1961 136.8 9+2@1.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ27 

R0445 牛越橋  うしごえ 宮城 仙台市（青葉区） 市道  広瀬川 1954 134.7 6+2.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝5@25.4 

R0446 新生瀬橋  しんおいせ 宮城 仙台市（青葉区） 県道 37号 広瀬川 1987 200 23.5 鋼桁橋+ＰＣ桁橋 

R0447 生瀬橋  おいせ 宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1977 90.2 4.5+2  

               連続鈑桁 l＝18.7+23.6+18.7 H型桁 l＝2ｘ13.6 

R0448 広瀬川橋    宮城 仙台市（青葉区） 東北自動車道 広瀬川 1974 105.3 9 連続鈑桁 

R0449 落合橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1879 89 5.4 土橋  

R0450 新落合橋    宮城      広瀬川 1983 57.6 2.5歩道 トラス 

R0451 第一広瀬川橋梁 ひろせがわ 宮城 仙台市（青葉区） ＪＲ仙山線 広瀬川 1929  単線 鈑桁 ｎ＝8 

R0452 大沢橋  おおさわ 宮城 仙台市（青葉区） 国道 457号 広瀬川 1962 88 5 ＰＣＴ桁 

R0453 落合水管橋   宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1988   逆三角形パイプトラス 

R0454 開成橋  かいせい 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1955 102.6 4.5 ＲＣＴ桁 

R0455 郵便橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川    仮橋 

R0456 鳴合橋  なりあい 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1967 63 3.6 上路トラス ｌ＝62  

R0457 大槻橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川    木橋 

R0458 柿崎橋  かきざき 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1969 47 3.6 上路トラス ｌ＝46 

R0459 渡幸大橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1971  8.5 下路トラス橋 n＝1 +鈑桁 

R0460 苫地橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1963 75.7 3.6 鈑桁 

R0461 野川橋  のがわ 宮城 仙台市（青葉区） 市道  広瀬川 1937 47.6  連続(ゲルバー？)鈑桁 

R0462 熊ケ根橋  くまがね 宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 2006  11 同形アーチを添加して拡幅 

R0463 第二広瀬川橋梁 ひろせがわ 宮城 仙台市（青葉区） ＪＲ仙山線 広瀬川 1931 138.4 単線  

           鈑桁 ｌ=1ｘ8,6+2ｘ11.6+1ｘ12.7+2ｘ12.9+2ｘ21.6+1ｘ21.8 トレッスル 高さ 40ｍ 

R0464 セイコウ大橋   宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1973 65 8 トラス 

R0465 川崎橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1964   RCT型桁 n＝2 

R0466 ニッカ橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1968 33.8 8 鈑桁 n＝1 

R0467 新鎌倉橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1998   ＰＣ橋 

R0468 第三広瀬川橋梁   宮城 仙台市（青葉区） ＪＲ仙山線 広瀬川   単線  

R0469 相生橋  あいおい 宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1954 35.6 6.4 RCT型桁 l＝3ｘ11 

R0470 作成宿橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1990   H型桁 

R0471 湯渡戸橋  ゆわたど 宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1953 96.7 5.9 上路トラス ｌ=62 鈑桁 ｌ＝20 n＝2 

R0472 旧泉橋    きゅういずみ 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川  24.7 4.5 永久橋 

R0473 泉橋  いずみ 宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1959 47.4 8 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝46 

R0474 作並橋  さくなみ 宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1913 27.6 4.4 ＰＣ桁 

R0475 新作並橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1967   鈑桁+ＰＣ橋 n＝2 

R0476 広瀬橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1971 18  H型桁 

R0477 大楠條橋    宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1966 15.6 9 ＰＣ橋 ｌ＝15.1 

R0478 第一中野目橋   宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1967 12.5 8.5 ＰＣ橋 

R0479 第二中野目橋   宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1967 12.5 8.5 ＰＣ橋 

R0480 桂沢橋    宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1967 19.5 9 鈑桁 ｌ＝19 

R0481 鍋越橋    宮城 仙台市（青葉区） 国道 48号 広瀬川 1961 28.6 8.2 合成鈑桁 ｌ＝27.8 

R0482 大瀬沢橋    宮城      広瀬川 1878 14.5 2.7 土橋 

R0483 御殿下橋    宮城      広瀬川 1877 125 3.6 土橋 

R0484 岩田洞橋    宮城 仙台市（青葉区）   広瀬川 1933 45 6 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝34 

R0485 岩田胴橋    宮城      広瀬川 1953 96.4 6 上路トラス ｌ＝62 鈑桁 ｌ＝2ｘ20 ＲＣ桁 

R0486 館下橋    宮城      広瀬川 1881 45.5 3.6 土橋 

R0487 矢籠橋    宮城      広瀬川 1882 33 3.6 木橋 

R0488 上河原橋    宮城      広瀬川 1879 31 3.6 土橋 

R0489 湯元橋    宮城      広瀬川 1881 25 3.6 木橋 

R0490 湯川橋    宮城      広瀬川 1876 22 2.7 土橋 



 ７ 

R0491 日向橋    宮城      広瀬川 1880 22 2.7 土橋 

R0492 元屋鋪橋    宮城      広瀬川 1881 22 2.7 土橋 

R0493 天狗橋    宮城      広瀬川 1881 22 3.6 木橋 

R0494 鳥堂橋    宮城      広瀬川 1881 18 2.7 土橋 

R0495 久左エ門橋   宮城      広瀬川 1966 15 9 ＰＣ桁 

R0496 大網橋    宮城      広瀬川 1882 14.5 2.7 土橋 

R0497 水上橋    宮城      広瀬川 1880 11 2.7 土橋 

R0498 鶏橋  にわとり 宮城      広瀬川 1955     

R0510 江合川橋梁   宮城 涌谷町 ＪＲ気仙沼線 江合川 1967 192 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ31.5 

R0511 及川橋    宮城 石巻市（河南町）・涌谷町 県道 29号 江合川 1981 205.9 7+2 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ33.6 

R0512 新涌谷大橋 わくやおお 宮城 涌谷町  国道 346号 江合川     

R0513 涌谷大橋歩道橋   宮城 涌谷町    江合川 1976 14.6 2 鈑桁 ｌ＝30.5+2ｘ28.5+27.2+26.75 

R0514 涌谷大橋  わくやおお 宮城      江合川 1957 147.9 6 鈑桁 ｌ＝2ｘ17.25+5ｘ13.9+3ｘ12.6 

R0515 涌谷橋  わくや  宮城 涌谷町    江合川 1976 150.9 6.25+1.5 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ37.4 

R0516 上谷地橋    宮城 涌谷町    江合川 1970 65.1 1.8 木橋 ｎ＝16 

R0517 滴石橋    宮城 涌谷町    江合川 1935    

R0518 下小牛田橋   宮城 美里町（小牛田町）  江合川 1973 82.8 1.4 木橋 ｌ＝23ｘ3.6 

R0519 ？     宮城 美里町（小牛田町）  江合川     

R0520 小牛田橋    宮城 美里町（小牛田町）  江合川 1968 161.8 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ22.5 

R0521 江合川橋梁 えあいかわ 宮城 美里町（小牛田町） ＪＲ東北本線 江合川 1954 161 2x単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ22.3  

R0522 遠田橋  とおだ 宮城 美里町（小牛田町）県道 19号 江合川 1975 157.5 6.5+2@2 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ38.4 

R0523 中北田橋    宮城 美里町（小牛田町）  江合川 1973 151.6 6.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ29.6 

R0524 江合川橋梁   宮城 大崎市（古川市） 東北新幹線 江合川 1982 280 複線 ＰＣ連続桁 ｌ＝（64.4+75+75+64.4） 

R0525 江合橋  えあい 宮城 大崎市（古川市） 県道 1号 江合川  188.8 7.5+2@3  

                 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（31.6+31.2+31.6） 

R0526 新江合橋    宮城 大崎市（古川市） 国道 4号 江合川 1975 243 7.5+2 連続鈑桁 ｌ＝（42.7+3@52.2+42.7） 

R0527 桜ノ目橋  さくらのめ 宮城 大崎市（古川市） 県道 59号 江合川 1963 255 6 ゲルバートラス ｌ＝2@44.2+3@55.2  

R0528 江合川橋    宮城 大崎市（古川市） 東北自動車道 江合川     

R0529 藤棚橋    宮城 大崎市（古川市）   江合川     

R0530 座散乱木大橋 さざらぎ 宮城 大崎市（岩出山町）  江合川     

R0531 新岩出山大橋   宮城 大崎市（岩出山町）国道 47号 江合川 1978 339.1 7.5+2@2  

                 ＰＣ連続合成桁 ｌ＝3ｘ（3@37.3）  

R0532 矢表橋    宮城 大崎市（岩出山町）県道 166号 江合川     

R0533 玉造橋    宮城 大崎市（岩出山町）  江合川 1885 113 5.4 木橋 

R0534 岩出山大橋 いわでやまおお 宮城      江合川 1932 225.4 6 RC桁（Ｉ型桁？） ｌ＝19ｘ11.2  

R0535 第一荒雄川橋   宮城 大崎市（岩出山町） ＪＲ陸羽東線 江合川 1928 438 単線 鈑桁 ｌ＝19ｘ21 

R0536 鵙目橋  もずめ 宮城 大崎市（岩出山町）  江合川 1957    

R0537 川渡橋  かわたび 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川 1911 286 "4,5" 木橋 

R0538 川渡大橋   かわたびおお 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川 1934 213.9 5.5 ＲＣ桁 ｌ＝15ｘ14.3 

R0539 新川渡大橋  しんかわたび 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川     

R0540 第二荒尾川橋梁 あらおがわ 宮城 大崎市（鳴子町） ＪＲ陸羽東線 荒雄川 1915 388.7 単線  

               鈑桁 ｌ＝13ｘ31.3+6ｘ12.1 Ｉ型桁 ｌ＝1ｘ5，5 

R0541 上川原橋    宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川     

R0542 （ダム）    宮城      荒雄川     

R0543 鳴子大橋  なるこおお 宮城 大崎市（鳴子町） 国道 108号 荒雄川 1937 141 7.7 ＲＣ桁 ｌ＝16 ｎ＝9 

R0544 （鳴子ダム）   宮城      荒雄川 1957    

R0545 久瀬大橋    宮城 大崎市（鳴子町）  県道 63号 荒雄川     

R0546 轟橋    宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川 1914 73 2.7 木橋 

R0547 荒雄川橋  あらおがわ 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川 1935 142.2 6.5 鈑桁 ｌ＝5ｘ15.9+2ｘ23.3+15.6 

R0548 山桑橋    宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川     

R0549 高剥橋  たかはぎ 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川     

R0550 広畑橋  ひろはた 宮城 大崎市（鳴子町）   荒雄川     

R0551 大橋    宮城 遠田郡    荒雄川 1881 65 6.6 木橋 

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

 

 


