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FR08:川を渡る橋・茨城県 
 

 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 

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

R0000 （霞ヶ浦）   

R0001 北利根橋  きたとね 茨城 潮来市  国道 51号 常陸利根川 1971 280 8+2  連続鈑桁 

R0002 潮来大橋  いたこおお 茨城 香取市・潮来市 県道 101号 常陸利根川 1964 281.6 6 ＰＣ単純桁橋 ｌ＝9ｘ31.3  

R0003 北利根川橋梁   茨城 香取市・潮来市 ＪＲ鹿島線 常陸利根川 1970  単線 鈑桁 

R0004 常陸利根川橋   茨城 香取市・潮来市 東関東自動車道 常陸利根川 1897  連続鋼箱桁 

R0005 息栖大橋  いきすおお 茨城 香取市・神栖市 県道 44号 常陸利根川    鈑桁 

R0006 常陸川大橋   茨城 神栖市  県道 260号 常陸利根川 1971  6+1 （常陸川水門+利根川水門管理橋） 

R0007 （利根川）         

R00011 小堀の渡し   茨城 取手市  取手市営 利根川    とりで号 

R00012 利根川橋    茨城 五霞村・総和町 圏央道 利根川     

R00013 新利根川橋  しんとねがわ 茨城 五霞村・総和町 国道 4号 利根川 1981 751.1 9.25+2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ（3＠83） 

R00014 利根川橋梁 とねがわ 茨城 五霞村・古河市 東北新幹線 利根川 1982 ≒822 複線 トラス ｌ＝50+9ｘ78.5 +50  

R00015 利根川橋        国道 4号 利根川 1966 654 7.25+3  

         連続鈑桁 ｌ＝（73.8+61.7）+ 鋼連続箱桁 ｌ＝（3＠62）+（3＠62+59.6）+ 鈑桁 ｌ＝2ｘ42.5 

R00016 房川の渡し ほうせん 埼玉・茨城 栗橋町・古河市  利根川 1843 258 5.4 十二代将軍家慶時に架橋 

R00017 利根川橋  とねがわ       利根川 1924 527 7.3  

              トラス ｌ＝4ｘ61.874 ポニートラス橋 ｌ＝9ｘ31.09  

R00018 利根川橋          利根川 2009   鋼連続箱桁 

R00019 利根川橋梁 とねがわ 埼玉・茨城 大利根町・古河市 ＪＲ東北本線 利根川 1977 ≒753 複線 トラス ｌ＝9ｘ82.7 

R0021 海門橋  かいもん 茨城 大洗町・那珂湊市 県道 108号 那珂川 1959 407.8 6  

          鋼下ランガー桁 ｌ＝1ｘ90 鈑桁 ｌ＝6ｘ17 合成鈑桁 ｌ＝（23+2ｘ38）+（2ｘ38+28）  

R0022 関戸橋    茨城 水戸市・ひたちなか市  那珂川 1928 280.2 5.5  

R0023 湊大橋  みなとおお 茨城    国道 245号 那珂川 1952 330 7.5 鋼ランガートラス ｌ＝5ｘ65.1  

R0024 新那珂川大橋   茨城 水戸市・ひたちなか市 東水戸道路 那珂川 1999 533 11 鋼斜張橋 

R0025 勝田橋  かつた 茨城 水戸市・ひたちなか市 県道 351号 那珂川 1960 183.9 6 合成鈑桁 ｌ＝21.4+5ｘ27.6+21.4  

R0026 那珂川橋梁   茨城 水戸市  ＪＲ常磐線 那珂川 1969 396.4 複線 PC箱桁橋 ｌ＝42.95 ｎ＝9  

R0027 水戸大橋  みとおお 茨城 水戸市  国道 6号 那珂川 1973 482.5 16+2@2  

                4車化 鋼連続箱桁橋 ｌ＝3ｘ75+3ｘ51+2ｘ51 

R0028 寿橋    茨城    県道中河内青部曲尺手線 那珂川 1990 172.7 5.7 Ｉ型桁 ｎ＝13  

R0029 寿橋    茨城      那珂川  383 14.5 鋼連続箱桁橋 

R0030 那珂川橋梁   茨城 水戸市  太田鉄道 那珂川 1897  単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ9.75+4ｘ19.2+5ｘ9.75 

R0031      茨城    水戸鉄道 那珂川 1901    

R0032      茨城    ＪＲ水郡線 那珂川 1927 337 単線 ＰＣ連続箱桁橋 ｎ＝6 

R0033 水府橋  すいふ 茨城 水戸市  県道 232号 那珂川 1932 171 6+2@2 トラス ｌ＝3ｘ56 

R0034 万代橋  よろずよ 茨城 水戸市  国道 349号 那珂川 1995 357.6 13+2@  鋼斜張橋 n＝3+鋼連続箱桁橋 

R0035 千歳橋  ちとせ 茨城 水戸市  国道 118号 那珂川 1975 335.5 6.5+2.5 

                トラス ｌ＝66 ｎ＝3 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ29  

R0036 那珂川水管橋   茨城 水戸市 県企業局上水道 那珂川 1995 492 2ｘ径 900  

                 鋼斜張橋 三角パイプトラス n＝3 

R0037 国田大橋  くにたおお 茨城 水戸市   県道勝田那珂湊線 那珂川 1983 360.1 7+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝60 

R0038 那珂川大橋   茨城 水戸市   常磐自動車道 那珂川 1984- 499.3 2x10.3 鋼連続箱桁 ｌ＝3＠67.3 鈑桁 

R0039 （新）千代橋 せんだい 茨城 桂村・那珂町 県道 61号 那珂川 1988 326.5 7.5+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝5＠65  

R0040 千代橋  せんだい 茨城 桂村・那珂町 県道笠間太田線 那珂川 1931 208  ＲＣ桁 ｌ＝13 ｎ＝16 

R0041 大桂大橋    たいけいおお 茨城 桂村・大宮町 広域農道 那珂川 1991 406 7+2  

              ＰＣ連続箱桁 ｌ＝（57.4+2＠58+57.4）+（57.4+58+57.4） 

R0042 那珂川大橋  なかがわおお 茨城 桂村・御前山村  国道 123号 那珂川 1950 282.4 5.5 鋼ランガートラス ｌ＝4ｘ70  

R0043 御前山橋  ごぜんやま 茨城 御前山村   県道 39号 那珂川 2002 318.7 14 鋼連続箱桁 ｌ＝77.35+2＠86+67.65  

R0044 那珂川橋  なかがわ 栃木・茨城 茂木町・御前山村  那珂川 1935 200.3 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.5+9＠18+16.5 

R0050 豊波橋    茨城 豊田郡    小貝川 1887 58 4 板橋 

R0051 戸田井橋  とだい 茨城 利根町・取手市 県道 11号 小貝川 1972 168.1 6.5+2@1.5 合成鈑桁 

R0052 豊田堰    茨城 龍ヶ崎市    小貝川     

R0053 高須橋    茨城 藤代町  県道 208号 小貝川     

R0054 小貝川水管橋   茨城 藤代町・龍ヶ崎市   小貝川     

R0055 小貝川橋梁 こかいがわ 茨城 藤代町・龍ヶ崎市 JR常磐線 小貝川 1949 13+80 2ｘ単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ12.9+8ｘ19.2 

R0056 書巻橋    茨城 藤代町    小貝川 1881 58 3.6 板橋 

R0057 文巻橋  ふみまき 茨城    国道 6号 小貝川 1932 144 7.5 RCT桁 l＝11 n＝12 

R0058 藤代大橋    茨城 藤代町  国道 6号 小貝川   2車  

R0059 小貝橋  こかい 茨城 藤代町  県道 210号 小貝川 1936 197.7 5.5 RCT桁橋 l＝13ｘ16 

R0060 小貝川橋  こかいがわ 茨城      小貝川 1935 165 4.5 木橋 

R0061 二三成橋  ふみなり 茨城 藤代町・伊奈町 県道 19号 小貝川 1937 196 8+2@2 鈑桁 
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R0062 岡堰橋    茨城 藤代町・伊奈町   小貝川 1959 100 2.7 RC桁 

R0063 岡堰橋    茨城      小貝川 1996   鈑桁 

R0064 稲豊橋    茨城 取手市・伊奈町   小貝川 1955 124 2.7 木橋 ｎ＝23 

R0065 新稲豊橋    茨城    県道 328号 小貝川 1980 217 10.5 鈑桁 ｎ＝6 

R0066 水管橋    茨城 守谷町・伊奈町   小貝川     

R0067 常総橋    茨城      小貝川 1967 162 6 PC桁橋 n＝6 

R0068 下小貝橋    茨城 谷和原村    小貝川 1967 100.8 1.5 木橋 ｎ＝10 

R0069 小貝川橋梁   茨城 谷和原村 つくばエキスプレス 小貝川   207 複線 連続トラス ｌ＝67.9+69+67.9 

R0070 小目沼橋  おめぬま 茨城 谷和原村    小貝川 1956 95 1.5 木桁橋 潜水橋 ｎ＝18 

R0071 小貝川橋    茨城 谷和原村   常磐自動車道 小貝川 1991 234.2 6車 合成鈑桁 n＝5 

R0072 谷和原大橋 やわらおお 茨城 谷和原村  県道 53号 小貝川 1962 176.2 6 ゲルバートラス l＝3＠58.4 

R0073 小貝川水管橋   茨城 谷和原村   谷和原上水道 小貝川     

R0074 伊奈橋    茨城 谷和原村    小貝川 1979 188 4 鈑桁 ｎ＝5 

R0075 川又橋    茨城 水海道市    小貝川 1961 60.6 3.35 木橋 ｎ＝12 

R0076 水和橋    茨城 谷和原村・水海道市  小貝川    木桁橋 潜水橋 

R0077 大和橋  やまと 茨城 谷和原村・水海道 国道 354号 小貝川 1988 236.2 7.5+2@2.5 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ33.2 

R0078 常総橋  じょうそう 茨城 谷和原村・水海道市  小貝川 1966 60.5 3.6 木桁橋 ｎ＝10 

R0079 福岡橋  ふくおか 茨城 谷和原村    小貝川 1985 330 2x(7.25+3) 連続鈑桁 l＝2ｘ（3＠40.9）+2＠40.9 

R0080 福岡大堰管理橋   茨城 谷和原村    小貝川 1969 272.5 3 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ33.2 

R0081 平和橋  へいわ 茨城 水海道市    小貝川 1979 254 7+2@1.5 ＰＣ桁 ｎ＝7 

R0082 下郷橋    茨城 つくば市（豊里町）   小貝川 1950 192 4.5 木橋 ｎ＝24 

R0083 新福雷橋  しんふくらい 茨城 水海道市 県道土浦岩井線 小貝川 1985 187 7.5 鈑桁 

R0084 子飼橋     茨城 つくば市常総市    小貝川 1909     

R0085 福雷橋  ふくらい 茨城    県道土浦岩井線 小貝川 1949 63,6 4,5 RCT桁 ｎ＝7 潜水橋 

R0086 上郷橋    茨城 つくば市（豊里町）   小貝川 1933 206.7 4.5 RCT桁橋 ｎ＝15 

R0087 長峰橋    茨城 石下町・つくば市 県道 24号 小貝川    潜水橋 

R0088 愛国橋    茨城 千代川村・つくば市  県道 56 小貝川 1970 165 6+2@1.5 ｎ＝6 

R0089 豊原橋    茨城 下妻市    小貝川 1977 204 6+2@0.75 ｎ＝6 

R0090 祝橋  いわい 茨城 下妻市  国道 125号 小貝川 2000 221 14+2@3.5  

               鋼下路単弦ローゼ 鋼箱桁 連続鈑桁 n＝2 

R0091 小貝橋  こかい 茨城 明野町・下妻市   小貝川 1935 150 5.5 RCT桁 ｌ＝12 ｎ＝13 

R0092 小貝大橋    茨城    県道 131号 小貝川 1990 326 8+2.5  

             鋼連続箱桁 ｌ＝74.5+84+74.5 鋼箱桁 ｌ＝58.6 鈑桁 ｌ＝33.4 

R0093 黒子橋    茨城 開城町  県道 54号 小貝川 1928 115 54 ＲＣＴ桁 ｎ＝11 

R0094 小貝川水管橋   茨城 開城町・明野町 霞ヶ浦用水 小貝川     

R0095 新大橋    茨城 下館市    小貝川 1971 183 6 ＰＣ桁 ｎ＝6  

R0096 養蚕橋  ようさん 茨城   県道下館つくば線 小貝川 1962 96.5 6 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0097 深見橋  ふかみ 茨城 下館市    小貝川 1961 52.6 2 木橋 n＝10 

R0098 成田橋  なりた  茨城 下館市  県道石岡下館線 小貝川 1966 145 7.5 ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0099 小貝川橋梁 こかいがわ 茨城 下館市  JR水戸線 小貝川 1930 ≒71 単線  

              ポニーワーレントラス l＝1ｘ29.7 鈑桁 l＝（1+2）ｘ12.9 

R0100 直井橋  なおい 茨城 下館市    小貝川 1961 50 2.5 木橋 n＝11 

R0101 常盤橋  ときわ  茨城 下館市・協和町 国道 50号 小貝川 1971 186 9+2@1.25 合成鈑桁 ｎ＝5 

R0102 新常盤橋  しんときわ 茨城 下館市・協和町 国道 50号 小貝川 2003  2車  

R0103 川澄橋  かわすみ 茨城 協和町    小貝川 1961 56 3.6 木橋 n＝12 

R0104 大関橋  おおせき 茨城 下館市    小貝川 1979 169.6 7.25+1.5 ＰＣ桁 ｎ＝6  

 

R0105 加草橋      茨城 協和町  県道 216号 小貝川 1971 90 8 ＰＣ橋 ｎ＝3 

R0110 東榎生橋    茨城 筑西市    五行川     

R0111 田屋堰橋  たやぜき 茨城 筑西市    五行川    鈑桁 ｎ＝5 

R0112 下岡橋  しもおか 茨城 筑西市    五行川     

R0113 勤行川橋    茨城 筑西市  国鉄水戸線 五行川 1889  単線  錬鉄ポニ－ワ－レントラス ｌ＝30.2 

R0114 大和橋  やまと 茨城 筑西市    五行川     

R0115 中ノ島橋  なかのしま 茨城 筑西市  県道 14号 五行川 1928   ＲＣＴ桁橋 

R0116 勤行大橋   ごんぎょうおお 茨城 筑西市  国道 50号 五行川 1934 56.3 9  

R0117 大橋  おお  茨城 筑西市    五行川 1906    

R0118 新橋  しん  茨城 筑西市    五行川     

R0119 仙在大橋    茨城 筑西市    五行川     

R0120 仙在橋  せんざい 茨城 筑西市    五行川     

R0121 中館さくら大橋 なかだてさくら 茨城 筑西市  国道 50号 五行川     

R0122 高島橋    茨城 筑西市    五行川     

R0123 上中山橋  きあみなかやま 茨城 筑西市    五行川     

R0124 蒔田橋  まくだ 茨城 筑西市     五行川     

R0125 上野橋  こうずけ 茨城 筑西市    五行川     

R0126 天王橋  てんのう 茨城 筑西市    五行川     

R0127 桂橋  かつら 茨城・栃木 筑西市・二宮町  五行川     

R0131 久慈川新橋   茨城 東海村・日立市 県道 358号 久慈川 2002 410 9+2@3 鋼連続箱桁 ｎ＝(4+3)  

R0132 久慈大橋  くじおお 茨城 東海村・日立市 国道 245号 久慈川 1963 366 8 トラス ｌ＝6ｘ60 



 ３ 

R0133 久慈川橋梁   茨城 東海村・日立市 ＪＲ常磐線 久慈川 1983 451 複線 トラス ｌ＝6ｘ73.9 鈑桁 ｌ＝15ｘ12.9 

R0134 留橋    茨城 東海村・日立市 市道  久慈川 1986 117 2.4 木橋 ｌ＝25ｘ4.5 潜水橋 

R0135 留大橋  とめおお 茨城    県道 358号 久慈川 2003 655 16 鋼連続箱桁 n=10 

R0136 竹瓦橋    茨城 東海村    久慈川 1990 123.9  鉄橋 潜水橋 

R0137 香取橋    茨城 東海村・日立市 村道  久慈川 1986 135 3.3 木橋 潜水橋 廃橋 

R0138 榊橋  さかき  茨城 東海村・日立市 国道 6号 久慈川 1999 503.3 8.25+2.5 鋼連続桁 

R0139 境橋    茨城 那珂郡     久慈川 1921 107 2.7 板橋 

R0140 久慈川橋  くじがわ 茨城 那珂町・日立市 常磐自動車道 久慈川 1985 453 2x10.3 連続鈑桁 ｌ＝4＠60.6 

R0141 久慈川水管橋   茨城 那珂町・日立市   久慈川     

R0142 落合橋    茨城 那珂町・常陸太田市 町道 久慈川 1978 91.6 2.5 木橋 ｌ＝20ｘ4.6 潜水橋 

R0143 岩舟橋    茨城 那珂町・常陸太田市  久慈川 1986 75.2 2.1 木橋 ｌ＝16ｘ4.5+1ｘ3 

R0144 幸久大橋  さきくおお 茨城 那珂町・常陸太田市 国道 349号 久慈川 1998 1166.4 10 鋼連続箱桁 ｎ＝2（3＠） 

R0145 幸久橋  さきく  茨城 那珂町・常陸太田市 国道 349号 久慈川 1935 285.2 5.5  

              ゲルバー鈑桁 ｌ＝5ｘ22 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝9ｘ18.5 

R0146 久慈川橋梁   茨城 那珂町・常陸太田市 太田鉄道線 久慈川 1954 289.9 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ21.4 9ｘ10 1ｘ12 1ｘ10 

R0147 木崎橋    茨城 那珂町  町道  久慈川 1986 86.4 3 木橋 ｌ＝14ｘ6.2 

R0148 栄橋  さかえ 茨城 瓜連町・金砂郷村 県道 61号 久慈川 1958 316 6  

                連続鈑桁 ｌ＝3＠36 鈑桁 ｌ＝6ｘ27+2ｘ20 

R0149 宇留野圷橋 うるのあくつ 茨城 大宮町  町道  久慈川 1988 327.9 "9,75" ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ40.9 

R0150 富岡橋  とみおか 茨城 大宮町  国道 293号 久慈川 1974 323.5 7+2＠2  

                連続鈑桁 ｌ＝4＠53.9 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ53.4 

R0151 辰ノ口橋  たつのくち 茨城 大宮町  町道辰ノ口八田 久慈川 1983 115 2.4 潜水橋 木橋 ｌ＝23ｘ5 

R0152      茨城    広域農道 久慈川 1994 366.9  ｌ＝8ｘ44.9 

R0153 小貫橋  おぬき 茨城 山方町  県道 165号 久慈川 1973 276.1  PC桁  

R0154 台の内橋    茨城 山方町    久慈川     

R0155 岩井橋  いわい 茨城 山方町  県道 29号 久慈川 1928   RCT桁  

R0156 舟生橋  ふにゅう 茨城 山方町  国道 118号 久慈川 1973 267  PC桁 

R0157 平山橋  ひらやま 茨城 山方町  町道  久慈川 2002   RC床版とする 

R0158 下小川橋  しもおがわ 茨城 山方町  県道 321号 久慈川 1973 145  コンクリート橋 

R0159 第一久慈川橋梁   茨城 山方町  JR水郡線 久慈川 1954  単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ10+9ｘ10+1ｘ12.3+4ｘ21.4 

R0160 大内野橋  おおうちの 茨城 大子町・山方町 国道 118号 久慈川 1972 160 7+2@1 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝49+60+49  

R0161 西金大橋    さいがねおお 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1972 178.1 7+2@1  

             PC連続箱桁 ｌ＝48+58+47.4 ＰＣ穴アキスラブ橋 ｌ＝22.7  

R0162 古分屋敷橋 こぶやしき 茨城 大子町  林道  久慈川 1995 58  上路トラス 

R0163 第二久慈川橋梁   茨城大子町   JR水郡線 久慈川 1925 157.7 単線 鈑桁 

R0164 御城橋  みじょう 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1976 156.9   

R0165 宮平橋  みやだいら 茨城大子町   国道 118号 久慈川 1975 "210,8"  PC連続桁 

R0166 第三久慈川橋梁   茨城 大子町  JR水郡線 久慈川 1925 157.7 単線 鈑桁 

R0167 大沢橋    茨城大子町     久慈川 1933 152 4.5 RC桁 ｌ＝12.5 

R0168 上小川橋  かみおがわ 茨城    県道 32号 久慈川 1995 193 9.75 PC ラーメン連続箱桁 

R0169 第四久慈川橋梁   茨城 山方町  JR水郡線 久慈川 1926 157.7 単線 鈑桁 

R0170 奥久慈橋(仲沢橋)  茨城 山方町  国道 118号 久慈川 1959 130 6 PC桁 ｌ＝5ｘ26 

R0171 奥久慈側道橋   茨城 山方町  国道 118号 久慈川 1980 137.5 2 鋼箱桁 

R0172 鰐ケ渕橋  かにがぶち 茨城 山方町  国道 118号 久慈川 1960 130 6 PC桁 ｌ＝5ｘ26 

R0173 下津原橋  しもつはら 茨城 山方町  国道 118号 久慈川 1996 124   

R0174 第五久慈川橋梁   茨城 山方町  JR水郡線 久慈川 1926 157.7 単線 鈑桁 

R0175 昭和橋  しょうわ 茨城 山方町    久慈川 1929 109.2 2.6 ＲＣＴ桁 ｌ＝13.5 

R0176 南田気橋  みなみたげ 茨城 山方町    久慈川 1968 99 4.5 ＰＣＴ桁 

R0177 第六久慈川橋梁   茨城 山方町  JR水郡線 久慈川 1926 137.8 単線 鈑桁 

R0178 久野瀬橋  くのせ  茨城 山方町    久慈川 2001 50.8 25 木造潜水橋 

R0179 久慈川橋  くじがわ 茨城 山方町  国道 461号 久慈川 1933 100 5.5 ＲＣ桁 ｌ＝13 ｎ＝8 

R0180 湯の里大橋 ゆのさとおお茨城  山方町 国道 461号 久慈川 1998 112.1 7;2@2.5 ＲＣＴ桁 

R0181 松沼橋  まつぬま 茨城 山方町    久慈川 1963 102.2 4.5 ＲＣＴ桁 

R0182 池田橋  いけだ 茨城 山方町    久慈川 1929 109.2 2.7 ＲＣＴ桁 ｌ＝14 

R0183 中内橋  なかうち 茨城 大子町    久慈川 1980 93   

R0184 川山橋  かわやま 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1972 98.3   

R0185 嵯我草橋  さがくさ 茨城 大子町  県道 33号 久慈川 1964 90  合成鈑桁 

R0186 下野宮橋  しものみや 茨城 大子町    久慈川 1983 78.5    

R0187 宮川橋  みやかわ 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1982 185 7.5+3 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝56.7+70+56.7 

R0188 第七久慈川橋梁   茨城 大子町  JR水郡線 久慈川 1930 111.6 単線  鈑桁 

R0189 下野宮大橋 しものみやおお 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1978 186  ＰＣ連続桁 ｌ＝70 

R0190 新仲之関橋 しんなかのせき 茨城 大子町  国道 118号 久慈川 1977 173   

R0200 滝下橋  たきした 茨城 水海道市・守谷町 県道 58号 鬼怒川 1956 146.5 5.5 トラス ｌ＝3ｘ45 

R0201 玉台橋  たまだい 茨城 水海道市・谷和原村 県道 329号 鬼怒川 1980 284.7 6.5+2@1.5 ＰＣ連続箱桁，ＰＣ桁 

R0202 豊水橋  ほうすい 茨城 水海道市  国道 354号 鬼怒川 1965 330 8  連続トラス ｌ＝4＠75.3 合成鈑桁 ｌ＝27.3 

R0203 水海道大橋   茨城 水海道市    鬼怒川 1997   PC連続箱桁 

R0204 美妻橋  みつま 茨城 水海道市  県道土浦岩井線 鬼怒川 1961 294 6 鋼ランガー桁 ｌ＝5ｘ58 

R0205 石下大橋  いしげおお 茨城 石下町  県道 24号 鬼怒川 1974 330 7+2@1.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3＠54.7） 



 ４ 

R0206 石下橋  いしげ 茨城 石下町  県道 24号 鬼怒川 2011   木橋 

R0207 大形橋  おおかた 茨城 千代川村  県道宗道古河線 鬼怒川 1993 300 7+2@2.5 

             鋼ランガー桁 ｌ＝1x65 連続鈑桁 ｌ＝（46.8+56）+（56+56） 

R0208 新鬼怒川橋 しんきぬがわ 茨城 千代川村・下妻市 国道 125号 鬼怒川 1976 246.5 7+2.5 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝79.5+84+79.5  

R0209 鬼怒川橋（長塚橋） きぬがわ 茨城 八千代町・下妻市 県道古河下妻線 鬼怒川 1940 232 5.5  

              ＲＣゲルバー桁 Ｌ＝161 ｌ＝28 ｎ＝7 木桁 Ｌ＝71 

R0210 駒城橋  こまじょう 茨城 八千代町・下妻市 県道 233号鬼怒川 1982 1999 12.5 鋼連続箱桁 

R0211 祝橋    茨城 下妻市    鬼怒川 2000 101.5 19.6+2@3.5 鋼中路単弦ローゼ桁 ｌ＝99.75 

R0212 大河原橋    茨城 結城市・関城町   鬼怒川 1934   木造潜水橋 

R0213 鬼怒川大橋 きぬがわおお 茨城   県道 23号 鬼怒川 1960 626 6  

             トラス ｌ＝4ｘ54 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝2ｘ（20.5+7＠26.1+20.5） 

R0214 栄橋  さかえ 茨城 結城市・関城町 県道 15号 鬼怒川 1965 315 7 トラス ｎ＝3 鈑桁 ｎ＝3 

R0215 川島橋    茨城 下館市     鬼怒川 1953 447.2 5.5 トラス ｌ＝3ｘ60 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝11ｘ24 

R0216 新川島橋    茨城    国道 50号 鬼怒川 1985 439.8 8.25+2.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（4＠54.75） 

R0217 鬼怒川橋梁 きぬがわ 茨城 筑西市（下館市） ＪＲ水戸線 鬼怒川 1938 522.6 単線 鈑桁 ｌ＝12ｘ31.6+7ｘ19.2 

R0218 鬼怒川橋    茨城      鬼怒川 1940   ＲＣゲルバー桁 

R0219 中島橋  なかじま 栃木・茨城 小山市・下館市 県道 204号 鬼怒川 1989 629 7+2@2 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝4ｘ（3＠51.9） 

R0220 旭高架橋    茨城      宮田川     

R0221 渚橋    茨城      宮田川     

R0222      茨城    JR常磐線 宮田川    レンガアーチカルバート 

R0223      茨城    日立電鉄 宮田川    レンガアーチカルバート 

R0224 宮田川橋    茨城      宮田川 2002 42 20 架け替え ＲＣ上路オープンアーチ橋 

R0225 日立橋  ひたち 茨城    国道 6号 宮田川 1963 15  永久橋  

R0226 宮田橋    茨城      宮田川     

R0227 田中橋    茨城      宮田川     

R0228 楓橋  もみじ  茨城      宮田川 1930 13.5 6.3 ＲＣ桁橋  

R0229 関根橋    茨城      宮田川     

R0230 瑞穂橋    茨城      宮田川     

R0231 大新橋    茨城      宮田川     

R0232 白銀橋    茨城    日立道路 宮田川     

R0233 ？     茨城     常磐自動車道 宮田川    上路トラス 

R0234 大雄院橋    茨城      宮田川     

R0235 大白峰橋    茨城      宮田川     

R0236 大牛橋    茨城    県道 36号 宮田川     

R0240 菅生大橋    茨城 常総市  県道 3号 飯沼川     

R0241 堀込橋    茨城 常総市  国道 252号 東仁連川 1958    

R0242 松山橋    茨城 常総市    東仁連川 1967    

R0243 並木橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0244 貝置橋    茨城 常総市    東仁連川  

R0245 細井橋    茨城 坂東市    東仁連川     

R0246 豊神橋    茨城 坂東市・常総市   東仁連川     

R0247 船戸橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0248 呉右衛門橋   茨城 坂東市・常総市 国道 354号 東仁連川     

R0249 細野橋    茨城 坂東市・常総市   東仁連川     

R0250 飛樋橋    茨城 坂東市・常総市   東仁連川     

R0251 庄右衛門橋   茨城 坂東市    東仁連川     

R0252 新春取橋    茨城 坂東市    東仁連川     

R0253 天神橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0254 一本橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0255 弁天橋  べんてん 茨城 常総市    東仁連川 1963   ＲＣ桁橋 ｎ＝3 

R0256 金花橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0257 金戸橋    茨城 坂東市・常総市 県道 123号 東仁連川     

R0258 金神橋    茨城 坂東市・常総市   東仁連川     

R0259 水神橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0260 新橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0261 白郷橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0262 上新橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0263 中央橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0264 後藤橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0265 大和田橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0266 地蔵橋    茨城 常総市    東仁連川     

R0267 富士昆橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0268 長作橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0269 山崎橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0270 大骨戸橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0271 馬洗橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0272 谷中橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0273 稲取橋    茨城 常総市  県道 24号 東仁連川 
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R0274 春取橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0275 伊保保橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0276 筑山橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0277 紅葉橋    茨城 常総市  県道 20号 東仁連川 

R0278 雷坂橋    茨城 常総市    東仁連川 

R0279 八千代橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0280 藤の木橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0281 船戸橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0282 細口橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0283 天王橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0284 坂下橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0285 番田橋    茨城 八千代町    東仁連川 

R0286 弁天橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0287 雷電橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0288 一ノ木橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0289 学校橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0290 名崎橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0291 恩名橋    茨城 古河市  県道 56号 東仁連川 

R0292 大浜橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0293 舟付橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0294 歩歩橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0295 浜野橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0296 観音橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0297 水門橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0298 辻替橋    茨城 古河市    東仁連川 

R0299 柳橋    茨城 古河市    東仁連川     

R0300 本田橋    茨城 古河市    東仁連川     

R0301 東諸川橋    茨城 古河市    東仁連川     

R0302 （菅生沼）    茨城      東仁連川     

R0303 菅生沼ふれあい橋  茨城 常総市    飯沼川     

R0304 飯沼反町閘門   茨城 坂東市    飯沼川     

R0305 天神橋    茨城 坂東市    飯沼川     

R0306 馬洗橋    茨城 坂東市  国道 354号 飯沼川     

R0307 宝堀橋    茨城 坂東市    飯沼川     

R0308 宝光院橋    茨城 坂東市    飯沼川     

R0309 榎橋    茨城 坂東市  県道 136 飯沼川 1936 32.2 3.6 ＲＣ桁橋 ｌ＝10.2 

R0310 新世紀橋    茨城 坂東市  国道 354号 飯沼川     

R0311 駒寄橋    茨城 坂東市  県道 123号 西仁連川     

R0312 山宮橋    茨城 坂東市    西仁連川     

R0313 金崎橋    茨城 坂東市    西仁連川     

R0314 馬肉橋    茨城 坂東市  県道 135号 西仁連川     

R0315 天神橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0316 刈浜橋    茨城 坂東市  国道 136号 西仁連川 

R0317 安天橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0318 諏訪下橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0319 諏訪橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0320 諏訪中橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0321 稲荷橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0322 沓桂橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0323 地蔵橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0324 播磨橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0325 入前橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0326 雁橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0327 高島橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0328 宮下橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0329 香取橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0330 井岡橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0331 山上橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0332 東橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0333 逆井橋    茨城 坂東市  県道 137号 西仁連川 

R0334 砂崎橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0335 大島橋    茨城 坂東市    西仁連川 

R0336 十九丁橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0337 二又橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0338 豊譲橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0339 米倉橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0340 大網橋    茨城 古河市  県道 56号 西仁連川 

R0341 鶴鳴橋    茨城 古河市    西仁連川 
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R0342 申田橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0343 西仁連川橋   茨城 古河市    西仁連川 

R0344 雷電橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0345 （東仁連川を合流）        西仁連川 

R0346 尾崎橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0347 宝来橋    茨城 古河市    西仁連川 

R0348 幸島橋    茨城 古河市・結城市 県道 124号 西仁連川 

R0349 双武橋   栃木・茨城 小山市・結城市   西仁連川 

R0350 武井橋   栃木・茨城 小山市・結城市   西仁連川 

R0351 豊国橋   栃木・茨城 小山市・結城市   西仁連川 

R0352 富士見橋   栃木・茨城 小山市・結城市   西仁連川 

R0353 二国橋   栃木・茨城 小山市・結城市 県道 292号 西仁連川 

R0354 舞鶴橋   栃木・茨城 小山市・結城市   西仁連川 

R0355 横倉橋   栃木・茨城 小山市・結城市 国道 45号 西仁連川 

R0356 西仁連川橋  栃木・茨城 小山市・結城市 国道 50号 西仁連川 

R0357     栃木・茨城 小山市・結城市  国鉄水戸線 西仁連川 

R0358 江川橋   栃木・茨城 小山市・結城市 県道 264 西仁連川 

R0359 新西仁連川橋  栃木・茨城 小山市・結城市 国道 4号 西仁連川 

R0360 十二天橋    茨城 結城市    田川 

R0361 田川橋    茨城 結城市  国道 50号 田川 

R0362 新田川橋    茨城 結城市  国道 50号 田川 

R0363 第一田川橋梁   茨城 結城市  ＪＲ水戸線 田川  1967  単線 鈑桁 ｎ＝2  

R0364 越渡橋    茨城 結城市    田川     

R0365 秋谷瀬橋    茨城 結城市    田川     

R0370 稲敷大橋    いなしきおお 茨城 稲敷市    新利根川 1986   鋼連続箱桁 

R0371 新利根河口水門橋  茨城 稲敷市    新利根川 1986    

R0372 新利根橋  しんとね 茨城 稲敷市  国道 125号 新利根川 1967   鈑桁 

R0373 旧利根橋    茨城 稲敷市    新利根川    鈑桁 

R0374 中神橋  なかがみ 茨城 稲敷市    新利根川 1963   鈑桁 ｎ＝4 

R0375 東中神橋  あずまなかがみ 茨城 稲敷市    新利根川 1988   連続鈑桁 

R0376 伊佐部橋  いさぶ 茨城 稲敷市    新利根川 1970   永久橋 

R0377 釜井橋  かまい 茨城 稲敷市    新利根川 1997   連続鈑桁 ｎ＝3 

R0378 幸田橋  こうだ  茨城 稲敷市  県道 107号 新利根川 1974   鈑桁 ｎ＝2 

R0379 平須橋  ひらす 茨城 稲敷市    新利根川 1994   連続鈑桁 ｎ＝3 

R0380 新橋  しん  茨城 稲敷市  県道 103号 新利根川    鈑桁 ｎ＝2 

R0381 小菅橋    茨城 稲敷市    新利根川   水管 パイプ桁 鈑桁 ｎ＝2 

R0382 新河橋  しんかわ 茨城 稲敷市    新利根川 1965   永久橋 

R0383 太田橋    茨城 稲敷市    新利根川    鈑桁 ｎ＝2 

R0384 柴崎橋  しばざき 茨城 稲敷市・河内町   新利根川    鈑桁 ｎ＝2 

R0385 柴崎水管橋   茨城      新利根川    逆三角形パイプトラス ｎ＝2 

R0386 堂前橋  どうまえ 茨城 稲敷市・河内町 国道 408号 新利根川    鈑桁 ｎ＝2 

R0387 ふれあい橋   茨城 河内町    新利根川    ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0388 学校橋    茨城 河内町    新利根川    鈑桁 ｎ＝2 

R0389 羽子駒橋  はねき 茨城 河内町    新利根川    鈑桁 ｎ＝3 

R0390 浄玄橋  じょうげん 茨城 河内町  県道 121号 新利根川 2005   連続鈑桁 ｎ＝2 

R0391 万歳橋  まんとし 茨城 河内町  県道 68号 新利根川 1975   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0392 北河原橋    茨城 龍ヶ崎市・河内町   新利根川    トラス 

R0393 （無名）    茨城 利根町・龍ヶ崎市   新利根川    ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0394 立木新田橋 たつぎしんでん 茨城 利根町・利根町    新利根川 1991   鈑桁 

R0395 水門橋  すいもん 茨城 利根町   県道 209号 新利根川    鈑桁 

R0396 （無名）    茨城 利根町     新利根川    永久橋桁 

R0397 寺下橋  てらした 茨城 利根町     新利根川    ＰＣ桁 

R0398 新立木橋  しんたつぎ 茨城 利根町     新利根川 2004   鈑桁 

R0399 八枚橋  はちまい 茨城 利根町   県道 4号 新利根川    ＰＣ桁 

R0400 （無名）    茨城 利根町     新利根川    Ｈ型桁 

R0401 （水管橋）    茨城 利根町     新利根川   水管 パイプ桁 

R0402 学校橋  がっこう 茨城 利根町     新利根川    ＰＣ桁 

R0410 涸沼川橋梁   茨城 大洗町・水戸市 鹿島臨海鉄道 涸沼川 1985  単線 ＰＣ連続箱桁 

R0411 涸沼橋  ひぬま 茨城 大洗町・水戸市   涸沼川 1905 153 5.4 板橋 

R0412 （平戸橋）    茨城    県道 2号 涸沼川 1942 120. 9 ＲＣ桁 ｌ＝14.6 ｎ＝8 

R0413 涸沼川橋  ひぬまがわ 茨城 大洗町・水戸市 国道 51号 涸沼川 1996 144 4車 桁橋 

R0414 大貫橋  おおぬき 茨城 大洗町・水戸市   涸沼川 1972 81 7 鋼ランガー桁 

R0415 涸沼橋    茨城 茨城町    涸沼川 1962 160.6 4 木橋 

R0416 涸沼大橋  ひぬまおお 茨城    県道 50号 涸沼川 1971 168｡7 7.5 鈑桁 

R0417 新橋    茨城 茨城町    涸沼川     

R0418 高橋  たか  茨城 茨城町  県道  涸沼川 1955 108｡1 7.5 鋼ランガー桁 合成鈑桁 

R0419 新高橋  しんたか 茨城 茨城町  国道 6号 涸沼川 1990 543  鈑桁 

R0420 川根大橋    茨城 茨城町    涸沼川     
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R0421 南川又橋    茨城 茨城町    涸沼川     

R0422 仁古田水管橋   茨城 岩間町・友部町   涸沼川     

R0423 仁古田橋    茨城   涸沼川 1963 82.6 5.5 ＲＣ橋 

R0424 仁古田橋歩道橋   茨城      涸沼川     

R0425 涸沼川橋  ひぬまがわ 茨城 岩間町・友部町 常磐自動車道 涸沼川 1984 169 4車  

R0426 川根橋    茨城 岩間町・友部町   涸沼川 1963 97 4.5 ＲＣ橋 

R0427 舟場橋  ふなば 茨城 岩間町・友部町 県道 30号 涸沼川 1936  5.5 ＲＣ連続桁 ｎ＝3 

R0428 大古山橋  おおごやま 茨城 友部町    涸沼川 1965 66 4.6 ＲＣ橋 

R0429 涸沼川橋    茨城 友部町  北関東自動車道 涸沼川     

R0430 涸沼川橋梁   茨城 友部町  ＪＲ常磐線 涸沼川 1922  単線 （複線化下り）鈑桁 

R0431 宍戸橋  ししど  茨城 友部町  国道 355号 涸沼川 1929 76 6.5 ＲＣ桁 ｌ＝11.3 ｎ＝7（当初はｎ＝3？） 

R0432 下加賀田橋   茨城 友部町    涸沼川 1968 24 3.6 ＲＣ橋 

R0433 新宍戸橋    茨城 友部町  国道 355号 涸沼川     

R0434 水管橋    茨城 友部町    涸沼川     

R0435 涸沼川橋    茨城 友部町 北関東自動車道 涸沼川     

R0436 上加賀田橋   茨城 友部町・笠間市 県道 109号 涸沼川     

R0437 宮下橋    茨城 友部町・笠間市   涸沼川     

R0438 吉原橋    茨城 友部町・笠間市 県道笠間友部線 涸沼川     

R0439 南大橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0440 大橋    茨城 笠間市    涸沼川 1929    

R0441 涸沼川橋梁   茨城 笠間市  ＪＲ水戸線 涸沼川    鈑桁 ｎ＝2 

R0442 中之橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0443 昭和橋    茨城 笠間市    涸沼川 1927    

R0444 佐白大橋    茨城 笠間市    涸沼川 1987    

R0445 笠間大橋  かさまおお 茨城 笠間市  県道 1号 涸沼川 1929 26.6 5.9 ＲＣ桁 ｌ＝9.2 

R0446 亀ケ橋    茨城 笠間市    涸沼川 1929   桁橋 ｎ＝2 

R0447 稲荷大橋  いなりおお 茨城 笠間市  国道 355号 涸沼川 1985 283  桁橋 ｎ＝2 

R0448 野廊橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0449 金井橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0450 相生橋    茨城 笠間市  国道 50号 涸沼川     

R0451 関場橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0452 山下橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0453 丁田橋    茨城 笠間市    涸沼川     

R0454 馬洗橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0455 境橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0456 篠原橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0457 中島橋    茨城 笠間市  県道 61号 涸沼川 

R0458 小屋下橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0459 土下橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0460 頃の串橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0461 井戸尻橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0462 田之前橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0463 桜橋    茨城 笠間市  県道 113号 涸沼川 

R0464 新桜橋    茨城 笠間市  県道日立? 涸沼川 

R0465 神橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0466 羽衣橋    茨城 笠間市    涸沼川 

R0467 羽衣橋    茨城 笠間市  県道 113号 涸沼川 

R0468 石橋    茨城 七会村    涸沼川 

R0469 関場橋    茨城 七会村  広域農道 涸沼川 

R0480 愛嬌橋    茨城 石岡市  県道  恋瀬川     

R0481 恋瀬川橋梁 こいせがわ 茨城 石岡市  ＪＲ常磐線 恋瀬川 1972 155.4 複線 下路鈑桁 ｌ＝30 ｎ＝5 

R0482 平和橋    茨城 石岡市    恋瀬川     

R0483 恋瀬橋  こいせ 茨城 かすみがうら市・石岡市 国道 6号 恋瀬川 2000 138.6 16.5 ＰＣ桁橋 ｎ＝5 

R0484 府中橋  ふちゅう 茨城 石岡市    恋瀬川 1965 129.5 6.5+2@0.75 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ32.4 

R0485 恋瀬川橋  こいせがわ 茨城 かすみがうら市・石岡市 常盤自動車道 恋瀬川 1984 234 2ｘ  

R0486 粟田橋    茨城 かすみがうら市・石岡市  恋瀬川     

R0487 下川橋    茨城 石岡市  県道  恋瀬川     

R0488 高友橋    茨城 石岡市  県道  恋瀬川     

R0490 水郷橋    茨城 土浦市    桜川 1964    

R0491 桜川橋梁    茨城 土浦市  JR常磐線 桜川 1922  複線  

R0492 桜川橋    茨城 土浦市  国道 125号 桜川 1924 42 6.7 ＲＣＴ型桁 ｌ＝9 ｎ＝5 

R0493 土浦橋    茨城 土浦市  国道 354号 桜川 1990 105 16 連続鈑桁 

R0494 学園大橋    茨城 土浦市  県道 24号 桜川 1969 160  永久橋 

R0495 桜川橋    茨城 土浦市  国道 6号 桜川     

R0496 凱旋橋    茨城 土浦市    桜川 1895    

R0497 水神橋    茨城    県道 24号 桜川 1906    

R0498 桜川橋    茨城 土浦市   常磐自動車道 桜川 1892    

R0499 栄利橋    茨城 つくば市  県道 201号 桜川 1978 187.5 10.5 ＲＣ桁？ 
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R0500 桜場橋    茨城 つくば市  県道 200号 桜川     

R0501 大田橋    茨城 つくば市  県道 53号 桜川     

R0502 君島橋    茨城 つくば市  県道 19号 桜川     

R0503 泉山橋    茨城 つくば市  県道 213号 桜川     

R0504 巡見橋    茨城 つくば市  国道 125号 桜川     

R0505 禊橋    茨城 つくば市    桜川 1925    

R0506 筑西橋    茨城 筑西市    桜川     

R0507 筑真橋    茨城 筑西市    桜川 1939    

R0508 桜橋    茨城 筑西市  県道 14号 桜川 1926   ＲＣ橋  

R0509 中森橋    茨城 筑西市・桜川市   桜川     

R0510 源森橋    茨城 桜川市    桜川     

R0511 塙世橋    茨城 桜川市  県道 7号 桜川     

R0512 欅穂橋    茨城 桜川市  県道  桜川     

R0513 羽田橋    茨城 桜川市  県道 343 桜川     

R0514 桜川橋梁    茨城 桜川市  JR水戸線 桜川 1889    

R0515 桜川橋    茨城 桜川市  北関東自動車道 桜川 2008    

R0516 広野橋    茨城 桜川市  国道 50号 桜川     

R0517 新桜川橋    茨城 水戸市    桜川 1968 51.2 3.6 木橋  

R0518 桜橋    茨城 水戸市  国道 6号 桜川 1968 122.9 20 合成鈑桁 ｌ＝52.9+29+2ｘ19 

R0519 新町橋    茨城 水戸市  県道 253号 桜川 1951 50 5.5 木橋  

R0520      茨城 水戸市 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 桜川 1985  単線  

R0521 仲ノ橋    茨城 水戸市    桜川 1952 46.6 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18+14+18  

R0522 搦手橋  からめて 茨城 水戸市    桜川 1952 50.5 5.7 木橋 

R0523 石垣橋  いしがき 茨城 水戸市    桜川 1953 51.7 9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝15.5+19.5+15.5 

R0524 水門橋  みずもん 茨城 水戸市    桜川 1964 50 10 鋼ランガー桁 ｌ＝49 

R0525 柳堤橋  りゅうてい 茨城 水戸市  国道 51号 桜川 1970 50.5 13+2@2.2.5 鋼ランガー桁 

R0526 駅南小橋    茨城 水戸市    桜川     

R0527 駅南大橋    茨城 水戸市    桜川     

R0528 美都里橋    茨城 水戸市    桜川     

R0529 千波大橋    茨城 水戸市    桜川 1966 323.7 12.5 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ29，42，35，27，28.7，10 

R0530 芳流橋    茨城 水戸市    桜川     

R0531 伯楽橋    茨城 水戸市    桜川     

R0532 田鶴鳴橋    茨城 水戸市  県道 50 桜川     

R0533 窈窕橋    茨城 水戸市    桜川     

R0534 梅郷橋    茨城 水戸市    桜川     

R0535 好文橋    茨城 水戸市    桜川     

R0540 古渡橋  ふっと  茨城 稲敷市    小野川 1939 120 5.5 ＲＣ桁橋  

R0541 新古渡橋    茨城 稲敷市  国道 125号 小野川     

R0542 高田橋    茨城 稲敷市  県道 103 小野川     

R0543 引舟橋    茨城 稲敷市    小野川     

R0544 羽賀沼橋    茨城 稲敷市    小野川     

R0545 水神橋    茨城 稲敷市    小野川     

R0546 伊佐津橋    茨城 稲敷市  国道 408号 小野川     

R0547 江新橋    茨城 稲敷市    小野川     

R0548 岩木橋    茨城 稲敷市    小野川     

R0549 小野川橋    茨城 龍ヶ崎市・牛久市 県道 68号 小野川      

R0550 正直橋    茨城 龍ヶ崎市・牛久市 県道 34号 小野川     

R0551 小坂大橋    茨城 龍ヶ崎市・牛久市   小野川     

R0553 岡見大橋    茨城 牛久市  県道 48号 小野川     

R0554 弁天橋    茨城 牛久市    小野川     

R0555 岡田橋    茨城 牛久市  国道 408号 小野川     

R0556 一本橋    茨城 牛久市    小野川     

R0557      茨城 牛久市  圏央道 小野川 2003    

R0558 新橋    茨城 牛久市    小野川     

R0559 下根大橋    茨城 牛久市  県道 48号 小野川     

R0560 中根橋    茨城 牛久市    小野川     

R0561      茨城 牛久市  ＪＲ常磐線 小野川 1896  単線  

R0562 小野川橋    茨城 牛久市  国道 6号 小野川 1950 13.4  ＲＣＴ桁橋 

R0563 圏央道ランプ橋   茨城 つくば市    小野川 2003    

R0564 圏央道ランプ橋   茨城 つくば市  圏央道 小野川 2003    

R0565 圏央道ランプ橋   茨城 つくば市    小野川 2003    

R0566      茨城 つくば市  国道 6号 小野川     

R0567 南部橋    茨城 つくば市    小野川     

R0568      茨城 つくば市  圏央道 小野川 2003    

R0569      茨城 つくば市   常磐自動車道 小野川 1982    

R0570 境橋    茨城 つくば市    小野川     

R0571 道館橋    茨城 つくば市  県道 202 小野川     

R0572 小野川橋    茨城 つくば市    小野川     



 ９ 

R0573 筒花橋    茨城 つくば市    小野川     

R0574 西田橋    茨城 つくば市    小野川     

R0575 開場橋    茨城 つくば市    小野川     

R0576 弁才天橋    茨城 つくば市    小野川     

R0577 西大沼橋    茨城 つくば市    小野川     

R0600 新落合橋    茨城 常陸太田市    里川  1956 49.5 2.5 木桁橋 ｌ＝11ｘ4.5ｍ 

R0601 八幡橋    茨城 常陸太田市    里川  1940 33 2.7 木桁橋 

R0602 繰舟橋    茨城 常陸太田市  県道 157 里川     

R0603 里川橋  さとがわ 茨城 常陸太田市  国道 293号 里川  1956 180.2 6  

                ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21.4+5＠27.5+21.4 

R0604 機初橋  はたぞめ 茨城 常陸太田市  県道 61 里川 1951 110.9 4.5 永久橋 

R0605 新機初橋    茨城 常陸太田市    里川     

R0606      茨城 常陸太田市    里川     

R0607 田渡橋    茨城 常陸太田市    里川     

R0608      茨城 常陸太田市    里川     

R0609 根本橋    茨城 常陸太田市    里川     

R0610 白羽橋    茨城 常陸太田市    里川     

R0611 新茅根橋    茨城 常陸太田市  国道 349号 里川     

R0612 常福地橋    茨城 常陸太田市  国道 349号 里川     

R0613 赤須橋    茨城 常陸太田市  里川     

R0614 春友橋    茨城 常陸太田市  国道 349号 里川     

R0615      茨城 常陸太田市    里川     

R0616 新央橋    茨城 常陸太田市  国道 349号 里川     

R0617 央橋  なか  茨城 常陸太田市    里川  1938 34 6 ＲＣロ－ゼ桁 ｌ＝34 

R0618 新町屋橋    茨城 常陸太田市  国道 349号 里川     

R0619 町屋橋  まちや 茨城 常陸太田市    里川  1927 44.4 5.5 ＲＣＴ桁  

R0620 ？     茨城 日立市  国道 349号 里川     

R0621 里美大橋    茨城 常陸太田市    里川     

R0622 里美橋    茨城      里川     

R0623 天竜橋  てんりゅう 茨城      里川  1935 22 5.5 ＲＣア－チ ｆ＝4.4 ｌ＝22  

R0624 ？     茨城    国道 461号 里川     

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


