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FR10:川を渡る橋・群馬県 
 

 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 新那珂川橋   栃木 茂木町  国道 123号 那珂川 1991 322 7.25+2.5 ＰＣ連続箱桁橋 

R0001 神流川橋  かんながわ 埼玉・群馬 上里町・新町 国道 17号 神流川 1968 410.6 5.5 鈑桁 

R0002 神流川橋梁 かんながわ 埼玉・群馬 上里町・新町 国鉄高崎線 神流川 1985 703 複線  

               連続トラス橋＋トラス ｌ＝78 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ38.2 

R0003 神流川橋  かんながわ 埼玉・群馬 上里町・藤岡市 関越自動車道 神流川 1977 747.1 32 鈑桁 

R0004 神流川橋梁 かんながわ 埼玉・群馬 上里町・藤岡市 上越新幹線 神流川 1982 750 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝50 ｎ＝15 

R0005 藤武橋  とうぶ  埼玉・群馬 上里町・藤岡市 県道 23号 神流川 1959 727 6 ＰＣ桁 ｌ＝20.3＋22ｘ31＋20.3 

R0006 神流川橋梁 かんながわ 埼玉・群馬 神川町・藤岡市 ＪＲ八高線 神流川 1931 497.7 単線 鈑桁 

R0007 神流橋    埼玉・群馬 神川町・鬼石町 国道 462号 神流川  53 5.57 永久橋 

R0008 神流川橋    群馬 鬼石町    神流川 1980 107 8.3 鋼連続箱桁 ｌ＝2＠52.8 

R0009 八塩橋    群馬 鬼石町    神流川  45 1.8 木橋 

R0010 渡戸橋  わたど 埼玉・群馬 神川村・鬼石町 県道 22号 神流川 1935 75 5.5  

               ＲＣ連続オープンアーチ ｌ＝2ｘ31.4 RC桁 l＝5 

R0011 上武橋  じょうぶ 埼玉・群馬 神泉村・鬼石町 県道 13号 神流川 1956 99 6 ＲＣゲルバー桁 

R0012 （神水ダム）         神流川     

R0013 神泉橋    埼玉・群馬 神泉村・鬼石町  神流川  44 4.5 永久橋 

R0014 登仙橋  とせん 埼玉・群馬 神泉村・鬼石町 県道 22号? 神流川 1964 64 6 トラス ｌ＝63 

R0015 叢石橋    埼玉・群馬 神泉村・鬼石町  神流川     

R0016 （下久保ダム）         神流湖 1968    

R0017 柚木橋    埼玉・群馬 神泉村・鬼石町  神流川  68.4 3.6 下久保ダムに水没 

R0018 金比羅橋  こんぴら 埼玉・群馬 神泉村・鬼石町  神流川 1968 175 4.5  

             吊橋 ｌ＝175 鋼補剛パイプトラス 平行線ケーブル 鋼塔 

R0019 太田部橋  おおたぶ 埼玉・群馬 吉田町・鬼石町  神流川 1968 132.5 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 

R0020 柏木橋    群馬 神流町    神流川 1973 560 14.5 鈑桁 

R0021 諏訪橋    群馬 神流町    神流川 1945   吊橋 

R0022 森脇橋    群馬 神流町    神流川 1976    

R0023 生利大橋  しょうりおお 群馬 神流町    神流川 1973   桁橋 

R0024 御鉾橋    群馬 神流町    神流川 1908   鋼橋 

R0025 こいこい橋    群馬 神流町    神流川   歩道  

R0026 森戸橋  もりど  群馬 神流町    神流川 1971    

R0027 神流川橋    群馬 神流町  林道  神流川 1964    

R0028 小平橋    群馬 神流町  国道 462号 神流川 1987    

R0029 古田橋    群馬 神流町    神流川 1987    

R0030 青梨橋    群馬 神流町    神流川 1966   吊橋 

R0031 紅葉橋    群馬 神流町  国道 462号 神流川 1990    

R0032 伝田郷橋    群馬 神流町(中里村) 国道 462号 神流川     

R0033 小越橋    群馬 神流町    神流川     

R0034 宮地橋    群馬 神流町    神流川     

R0035 古鉄橋    群馬 神流町    神流川     

R0036 琴平橋    群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0037 平原橋  へばら 群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0038 平尾橋    群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0039 相切橋    群馬 神流町    神流川     

R0040 天神橋    群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0041 中丸橋    群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0042 後山橋    群馬 神流町  国道 299号 神流川     

R0043 高橋    群馬 神流町（中里村） 国道 299号 神流川     

R0044 新要橋    群馬 上野村  国道 249号 神流川     

R0045 向屋橋    群馬 上野村    神流川     

R0046 新羽橋  にっぱ 群馬 上野村  国道 249号 神流川     

R0047 柳橋    群馬 上野村  国道 249号 神流川  

R0048 川和橋  かわわ 群馬 上野村  国道 249号 神流川     

R0049 興和橋    群馬 上野村    神流川 

R0050 乙母橋  おとも  群馬 上野村  国道 249号 神流川 

R0051 神寄橋    群馬 上野村  国道 249号 神流川 

R0052 神寄橋    群馬 上野村    神流川 

R0053 乙父橋  おっち  群馬 上野村    神流川 

R0054 田中橋    群馬 上野村  国道 299号 神流川 

R0055 中村橋    群馬 上野村    神流川 



R0056 小春橋    群馬 上野村    神流川 

R0057 弁天橋    群馬 上野村    神流川 

R0058 楢原橋  ならはら 群馬 上野村  国道 299号 神流川 

R0059 向山橋    群馬 上野村  国道 299号 神流川 

R0060 室所橋    群馬 上野村  国道 299号 神流川 

R0061 日影畑橋    群馬 上野村  国道 299号 神流川 

R0062 神行橋    群馬 上野村  県道 124号 神流川 

R0063 新焼河原橋   群馬 上野村  県道 124号 神流川 

R0064 神行橋    群馬 上野村  林道  神流川 

R0065 新三岐橋    群馬 上野村    神流川     

R0066 三浜橋    群馬 上野村    神流川     

R0067 浜平一号橋   群馬 上野村  国道 299号 神流川     

R0068 新浜平橋    群馬 上野村  国道 299号 神流川     

R0069 池平二号橋   群馬 上野村    神流川     

R0070 大神楽沢橋   群馬 上野村    神流川     

R0071 浜平橋    群馬 上野村    神流川     

R0081 岩倉橋  いわくら 群馬 新町・玉村町 県道 40号 烏川  1993 454.2 7.5＋3.1  

                鋼連続箱桁橋 ｎ＝2ｘ（74.4＋73＋71.6） 

R0082 烏川橋    群馬 藤岡市・玉村町 関越自動車道 烏川 1977 411.3 32 鈑桁 

R0083 烏川大橋 側道橋  群馬 藤岡市・玉村町   烏川  1980 411.3 9.5 鋼箱桁 

R0084 柳瀬橋  やなせ 群馬 藤岡市・高崎市 県道 13号 烏川  1930 308.6 7.2 ポニートラス ｌ＝9ｘ33.6 

R0085 新柳瀬橋  しんやなせ 群馬 高崎市  国道 17号 烏川  1971 413 22.5 連続鈑桁 

R0086 烏川橋梁  からすがわ 群馬 藤岡市・高崎市 ＪＲ高崎線 烏川  1973 417 単線 トラス ｌ＝4ｘ62.4＋3ｘ54 

R0087 共栄橋  きょうえい 群馬    県道 173号 烏川  1957 327 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝13  

R0088 烏川橋梁    群馬 高崎市  上越新幹線 烏川 1982 1374 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝72，ＰＣ箱桁 計 ｎ＝29 

R0089 一本松橋    いっぽんまつ 群馬 高崎市    烏川  1978 159.1 10.1 鈑桁 

R0090 佐野橋  さの  群馬      烏川  1994 113.7 2.2（歩道） 木桁橋 

R0091 烏川橋梁    群馬 高崎市  上信電鉄 烏川  1897 単線 鈑桁  

R0092 城南大橋   じょうなんおお 群馬 高崎市  県道 71号 烏川  1986 617.2 22.6  

               鋼連続箱桁 ｎ＝3＠＋5＠ 合成箱桁 l＝5ｘ67.8  

R0093 聖石橋  ひじりいし 群馬 高崎市  県道 71号 烏川  1970 270.3 2 合成鈑桁 

R0094 和田橋  わだ  群馬    県道 49号 烏川  1967 338.1 8.5+2@2 ＰＣＴ型桁 ｎ＝8 

R0095 筏場橋    群馬 高崎市  国道 18号 烏川  1988 218.9 8+2 鋼連続箱桁 ｎ＝3＠ 鋼連続箱桁 

R0096 烏川橋梁  からすかわ 群馬 高崎市   国鉄信越本線 烏川  1986 266 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ37.5 ＰＣ桁 ｌ＝（2＋2）ｘ37 

R0097 環状大橋   かんじょうおお 群馬 高崎市  市道  烏川  1980  4車  

R0098 町屋橋  まちや 群馬 高崎市  県道 10号 烏川  1964 294 7 ＰＣ箱桁 ｌ＝10ｘ27.9＋1ｘ13.9 

R0099 中河原橋    群馬 榛名町  県道 137号 烏川  1960 203.1 6.2 ＰＣ橋 

R0100 烏川橋梁    群馬 榛名町  長野新幹線 烏川  1997    

R0101 昭和橋    群馬 榛名町  県道 211号 烏川     

R0102 立志橋    群馬 榛名町    烏川     

R0103 森下橋    群馬 榛名町  国道 400号 烏川  1931 64.5 5.4 トラス ｌ＝31 ｎ＝2 

R0104 神山橋    群馬 榛名町    烏川  1893   木橋 

R0105 鎧橋    群馬 榛名町    烏川  1904   木橋 

R0106 烏川橋    群馬 倉淵村・榛名町 県道 48号 烏川  1957 44  永久橋 

R0107 相吉橋    群馬 倉淵村    烏川  1960 98  永久橋 

R0108 水沼橋  みずぬま 群馬 倉淵村  県道 33号 烏川  1972   永久橋 

R0109 烏川橋    群馬 倉淵村    烏川     

R0110 川田橋    群馬 倉淵村  県道 33号 烏川     

R0111 明神橋    群馬 倉淵村  県道 54号 烏川     

R0112 川浦橋    群馬 倉淵村    烏川  1921   木桁橋 

R0113 滝上橋    群馬 倉淵村  県道 54号 烏川     

R0114 石津橋    群馬 倉淵村    烏川  1857   木橋 

R0115 石原橋    群馬 片岡郡    烏川  1880 125 3.6 木橋 

R0116 岩鼻橋    群馬 西群馬郡    烏川  1881 244 4.2 木橋 

R0120 利根川橋  とねがわ 埼玉・群馬 羽生市・明和村 東北自動車道 利根川 1972 639.4 2x14.5  

                連続 3主桁トラス ｌ＝2ｘ（78.4＋3＠80） 

R0121 利根川橋梁 とねがわ 埼玉・群馬 羽生市・明和村 東武伊勢崎線 利根川 1992 649 単線  

            連続トラス ｌ＝3ｘ126.5＋トラス ｌ＝1ｘ92.24＋2ｘ62.64＋1ｘ42.28  

R0122 昭和橋  しょうわ 群馬    国道 122号 利根川 2006 656 7.5+3.5 連続鈑桁 n＝11 

R0123 川俣橋  かわまた 埼玉・群馬 羽生市・明和村  利根川    川俣の渡し 

R0124 昭和橋  しょうわ 群馬    国道 122号 利根川 1962 658.3 7  

           鋼ランガー桁 ｌ＝67.4＋5ｘ67.8＋67.4 鋼箱桁 ｌ＝5ｘ30 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ30 

R0125 武蔵大橋（武蔵大堰） むさしおお 埼玉・群馬 行田市・千代田町 県道 20号 利根川 1968 687｡2 7  

           堰と兼用 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ63.7＋2ｘ27.9＋6ｘ42.4＋2ｘ43＋44.4＋43.20 

R0126 赤岩の渡し あかいわ 埼玉・群馬 熊谷市・千代田町 群馬県営 利根川     

R0127 利根川橋梁 とねがわ 埼玉・群馬 妻沼町・大泉町 東武熊谷線 利根川 1942    

R0128 妻沼橋  めぬま 埼玉・群馬 妻沼町・太田市  利根川   渡船 古（ふっと）の渡し 

R0129 古戸橋  ふっと  群馬      利根川 1886   木橋 



R0130 妻沼大橋  めぬまおお 群馬      利根川 1922 691（619？ 4.1 木桁土橋 

R0131 刀水橋  とうすい 群馬  国道 407号   利根川 1971 809.6 13.5+2@3.5  

      鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ87.2 鋼連続箱桁 ｌ＝3＠65.4＋2＠65.4 鋼合成箱桁 ｌ＝40.65＋53.4＋53.4＋49.5  

R0132 新上武大橋 しんじょうぶおお 埼玉・群馬 深谷市・尾島町 国道 17号 利根川 1992 1151.3 8.+2.5  

          ＰＣ連続ラーメン橋 ｌ＝3ｘ（4＠81，46）+(51.5＋2＠44.4＋55.6) ＰＣ桁 ｌ＝40.6  

R0133 上武橋  じょうぶ 埼玉・群馬 深谷市・尾島町  利根川 1910 182 3.6 船橋＋木橋 

R0134 向島橋  ごうそう 埼玉・群馬 深谷市・境町  利根川    渡船 

R0135 上武大橋（中瀬橋） じょうぶおお 群馬   県道 14号 利根川 1934 894.7 5.5 トラス ｌ＝10ｘ52.1  

                  ゲルバー鈑桁 ｌ＝21 ｎ＝14  

R0136 島村の渡し しまむら 群馬 境町     利根川     

R0137 八山橋  やつやま 埼玉・群馬 本庄市・伊勢崎市  利根川    渡船 

R0138 八斗島船橋 やったじま 群馬      利根川 1891 132 3 船橋 

R0139 坂東大橋    ばんどうおお 群馬    県道 18号 利根川 1931 917.5 5.5+ トラス ｌ＝6ｘ62.2 鈑桁 ｌ＝（6 ｘ22.2）

＋（13ｘ22.2＋5ｘ19.1 ）  

R0140 ？     群馬    国道 462号 利根川 2004 936 23.2  

             鋼斜張橋 ｌ＝200 n=3 ＋鋼連続箱桁 n=(2＋4) ＋鋼箱桁 

R0141 玉村の渡し   群馬  玉村町・伊勢崎市  利根川     

R0142 沼柴船橋    群馬      利根川     船橋 

R0143 五料橋  ごりょう 群馬    国道 354号 利根川 1971 544 6.5+2@1.5  

           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 

R0144 玉村大橋   たまむらおお 群馬 玉村町    利根川 2001 221.8 12.2 鋼連続箱桁 n=3 

R0145 福島の渡し   群馬 玉村町    利根川    渡船 

R0146 両福島橋    群馬      利根川 1902 73 2.7 舟橋 

R0147 福島橋  ふくじま 群馬    県道 24号 利根川 1984 220 7.5+2@2.5 鋼ニールセンローゼ ｌ＝2ｘ108.7 

R0148 水管橋    群馬 玉村町・前橋市   利根川 1989   鋼ニールセンローゼ ｌ＝2ｘ108.7 

R0149 利根川橋  とねがわ 群馬 高崎市・前橋市 北関東自動車道 利根川 2001 282.6 25.4 PC連続箱桁 

R0150 横手大橋  よこておお 群馬 高崎市・前橋市 県道 13号 利根川 2001 284.3 7 PC連続箱桁 

R0151 昭和大橋  しょうわおお 群馬 高崎市・前橋市 県道 27号 利根川 1972 205 6.5+2@1.5 鋼連続箱桁 ｌ＝61＋78＋61 

R0152 実正船橋  さねまさ 群馬 前橋市    利根川    渡船 

R0153 真政船橋  さねまさ 群馬      利根川 1878   船橋 復旧 

R0154 就安橋  しゅうあん 群馬      利根川 1879 309 3.6 木橋（刎橋？） 

R0155 南部大橋  なんぶおお 群馬 前橋市  市道  利根川 1978 227.9 13+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝70＋86.4＋70 

R0156 平成大橋   へいせいおお 群馬 前橋市  市道  利根川 1991 215 2@10.25 鋼斜張橋 ｎ＝2 

R0157 利根川橋梁   群馬 前橋市  両毛線 利根川 1986 220 単線  

            （別線架け替え）上路トラス ｌ＝88.4 鋼箱桁 ｌ＝（63.6）＋（63.5） 

R0158 利根橋  とね  群馬 前橋市  県道 109号 利根川 1966 199.8 6.4 鋼連続箱桁 ｌ＝54.6＋90＋54.6 

R0159 群馬大橋    群馬 前橋市  国道 17号 利根川 1998   拡幅 （上り） 鋼連続箱桁 

R0160 群馬大橋  ぐんまおお 群馬      利根川 1953 280 9+2@2  （下り）鋼ランガートラス ｌ＝4ｘ69  

R0161 曲輪橋(御幸新橋) くるわ（みゆきしん） 群馬 前橋市   利根川 1904 95 3 船橋 

R0162 中央大橋    ちゅおうおお 群馬 前橋市  県道 12号 利根川 1974 590.2 15+2@7.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2＠70＋3＠ 

R0163 万代橋  まんだい 群馬 前橋市    利根川    渡船（大渡の渡し） 

R0164 大渡橋  おおわたり 群馬 前橋市    利根川 1984 526  鋼連続箱桁 ｎ＝3＠＋4＠ 

R0165 総社橋    群馬 前橋市    利根川 1910    

            西側支流 Ｌ＝50 吊橋 中央 ｌ＝71 船橋 東側支流 Ｌ＝69 仮橋 

R0166 上毛大橋    じょうもうおお 群馬 前橋市    利根川 1999 534 20 PC ラーメン箱桁 ｎ＝6 

R0167 利根川橋    群馬 前橋市・吉岡町 国道 17号バイパス 利根川    

R0168 坂東橋  ばんどう 群馬 北橘村・渋川市 国道 17号 利根川 1959 211 8 連続トラス ｌ＝63＋84＋63  

R0169 利根川橋  とねがわ 群馬 渋川市・北橘村 関越自動車道 利根川 1985 560.9 2x9 ＰＣ連続箱桁 ｎ＝2＋5 

R0170 大正橋  たいしょう 群馬 渋川市・北橘村 国道 353号 利根川 1974 224 6.5+1.5 下路連続トラス ｌ＝3@74.2 

R0171 第一利根川橋梁  とねがわ 群馬 渋川市・北橘村 ＪＲ上越線 利根川 1964 ≒144 単線（下り） 複線化 連続鈑桁 ｌ＝3＠47.8 

R0172 白井橋（大宮橋）   群馬 赤城村・子持村   利根川 1880 85.5 3.6 刎橋 

R0173 宮田橋（佐俣橋）   群馬 赤城村・子持村 県道 158号 利根川 1973   PC桁 n＝4 

R0174 敷島橋  しきしま 群馬 赤城村・子持村 県道 70号 利根川 1978 152. 5.5+2@2.5 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝3＠45.8 

R0175 利根川サイホン橋  群馬 赤城村・子持村 群馬用水 利根川 1966 258 水管径 2.3ｍ 鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ84  

R0176 有瀬橋  ありせ 群馬 子持村    利根川 1834   木造刎橋 

R0177 第二利根川橋梁  とねがわ 群馬 赤城村・子持村 ＪＲ上越線 利根川 1963 257 複線  

                連続鈑桁 ｌ＝2＠47.6 ＰＣ桁 ｌ＝19 ｎ＝8  

R0178 旧・棚下橋    群馬 赤城村・子持村 清水新道 利根川 1885 76 5.4 木橋 

R0179 第三利根川橋梁  とねがわ 群馬 赤城村・子持村 ＪＲ上越線 利根川 1963 240 複線 連続鈑桁 ｌ＝2＠47.6 ＰＣ桁 ｌ＝19 

R0180 棚下橋    群馬 赤城村・子持村   利根川 1915   木造吊橋 

R0181 綾戸橋  あやど 群馬      利根川 1953   木造吊橋 

R0182 間橋  はざま 群馬      利根川 1963   木造吊橋 

R0183 綾戸橋  あやど 群馬    村道  利根川 1980 80.5 9.4 ＰＣπ型ラーメン橋 

R0184 旧・綾戸橋  あやど 群馬 赤城村・子持村 清水新道 利根川 1893   木鉄混合上路トラス  

R0185 利根川舟橋   群馬 子持村    利根川 1885   船橋 

R0186 第四利根川橋梁  とねがわ 群馬 昭和村・沼田市 ＪＲ上越線 利根川 1963 ≒77 複線 トラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝14.5  

R0187 （綾戸ダム）   群馬      利根川     

R0188 岩本橋    群馬 昭和村・沼田市   利根川 1875 64 3.6 木橋 



R0189 久呂保橋  くろほ  群馬 昭和村・沼田市 県道 65号 利根川 1968 105 6 連続鈑桁 n＝3 

R0190 戸鹿野橋  とがの 群馬 沼田市  県道 269号 利根川 1935 43.4 5.5 トラス 

R0191 第五利根川橋梁  とねがわ 群馬 沼田市  ＪＲ上越線 利根川 1963 ≒」11 単線 複線化 鈑桁 

R0192 鷺石橋  さぎいし 群馬 沼田市  清水越新道 利根川 1929 104.6 5.5 下路 トラス ｌ＝2ｘ49.4 桁 ｌ＝1ｘ4.9 

R0193 新鷺石橋  しんさぎいし 群馬    国道 17号 利根川 1970 101.8 8.5  

           旧橋の下流側に平行して架設 連続鈑桁 ｌ＝2＠50.4 旧橋は歩道橋とする 

R0194 西中通学橋 にしちゅうつうがく 群馬 沼田市 市道 利根川 1969 151.4 0.8 木造吊橋 無補剛 木床 鋼管塔 耐風索 

R0195 沼田大橋  ぬまたおお 群馬 沼田市  国道 17号バイパス 利根川 1999   鋼連続箱桁 

R0196 地蔵橋歩道橋   群馬 沼田市    利根川    鈑桁 下フランジは水管 

R0197 地蔵橋  じぞう  群馬 沼田市    利根川 1982 127  PC桁 n＝3 

R0198 月夜野大橋  つきよのおお 群馬 月夜野町 国道 17号バイパス 利根川 1982 582 8.75+2  

           ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝68.4＋2＠84.5＋64.5 ＰＣ桁 ｌ＝3＠40.6  

R0199 ふれあい橋   群馬 みなかみ町 下水道 利根川   水管橋 鈑桁 n＝2 管理用通路あり 

R0200 月夜野橋  つきよの 群馬 月夜野町   県道 利根川 1957 77 6 トラス ｌ＝65 鈑桁 

R0201 矢瀬橋  やせ  群馬 月夜野町    利根川 1977   連続鈑桁 n=3 

R0202 大峰（奥利根）橋  おおみね 群馬 月夜野町 関越自動車道 利根川 1991 315.458 9  

               ＰＣラーメン橋 ｌ＝102.33＋130.972＋82.153 

R0203 弁天橋  べんてん 群馬 月夜野町    利根川 1954  歩道 吊橋 n＝1 無補剛 RC塔 耐風索 

R0204 （ダム）    群馬  岩本発電所取水堰 利根川     

R0205 利根橋  とね  群馬 月夜野町    利根川 1969 58 4 合成鈑桁 n＝2 

R0206 上牧夢ブリッジ   群馬 月夜野町    利根川 2002  歩道 吊橋 n＝2 RC塔 

R0207 吾妻橋  あづま 群馬 月夜野町    利根川 1972   鋼ランガー桁 n＝1  

R0208      群馬      利根川   水道管 吊橋 

R0209 銚子橋  ちょうし 群馬 水上町  国道 291号 利根川 1966 39 8 鋼箱桁 

R0210      群馬      利根川   水管 鈑桁 

R0211 諏訪峡大橋 すわきょうおお 群馬 水上町  町道  利根川 1993 234 11.8 鋼斜張橋 n＝2＋連続鈑桁 

R0212      群馬      利根川   水管 鈑桁 

R0213 笹笛橋  ささぶえ 群馬 水上町    利根川   歩道 吊橋 無補剛 木床 鋼塔 耐風索 

R0214 紅葉橋  もみじ  群馬 水上町    利根川 1985   鈑桁（箱桁？） n＝1 

R0215 水上橋  みなかみ 群馬 水上町    利根川 1936 3.5  ＲＣオープンアーチ橋 ｌ＝38.5 

R0216 湯原橋  ゆばら 群馬 水上町    利根川 1995   鈑桁 

R0217 諏訪公園吊橋   群馬 水上町    利根川   歩道 吊橋 無補剛 木床 鋼塔 耐風索 

R0218 谷川橋  たにがわ 群馬 水上町    利根川 2002  11.6 ＰＣ箱桁 

R0219 第六利根川橋梁  とねがわ 群馬 水上町  ＪＲ上越線 利根川 1963  複線 鈑桁 

R0220 第七利根川橋梁  とねがわ 群馬 水上町  ＪＲ上越線 利根川 1963  複線 鈑桁 

R0221 大鹿橋  おおしか 群馬 水上町    利根川 1885 33 4.2 木橋 

R0222 （つわもの橋）   群馬      利根川 1979   鈑桁 n＝2 

R0223      群馬      利根川   水道管 吊橋 

R0224 紅葉橋    群馬 水上町    利根川  歩道 吊橋 n＝3 無補剛 木床 鉄管塔 耐風索 

R0225 第八利根川橋梁（上り）  とねがわ 群馬 水上町 ＪＲ上越線 利根川 1963 ≒10  

               ＰＣπ形ラーメン橋 ｌ＝62 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ11.8＋11 

R0226 （ダム）    群馬     小松発電所取水堰 利根川     

R0227 広瀬橋  ひろせ 群馬 水上町 小松発電所専用 利根川 1952  歩道 吊橋 無補剛 木床 RC塔 耐風索 

R0228      群馬      利根川   水道管 吊橋 

R0229 下向山橋    群馬 水上町    利根川 1952  歩道 吊橋 無補剛 木床 RC塔 

R0230 向山橋  むこうやま 群馬 水上町    利根川 1978   上路トラス 

R0231 （小森ダム）   群馬      利根川 1958   H＝33 重力式ダム 

R0232 藤原橋  ふじわら 群馬 水上町   東京電力専用 利根川 1974   鈑桁 

R0233 （藤原ダム）   群馬      利根川 1957   H＝96 重力ダム 

R0234 藤原湖大橋 ふじわらこおお 群馬 水上町    利根川 1972 95.5 5.5 連続鈑桁 ｌ＝17.5＋60.5＋17.5 

R0235 宝川橋    群馬 水上町    利根川 1958  歩道 トラス＋鈑桁 

R0236 奥利根橋  おくとね 群馬      利根川 1984   下路ランガー桁 

R0237 （ダム）    群馬 水上町  水上発電所取水堰 利根川    重力式ダム 

R0238 須田貝発電所管理用橋 群馬 水上町   須田貝発電所専用 利根川    吊橋 無補剛 グリッド床 鋼管塔 

R0239 屋倉橋  やくら  群馬 水上町    利根川 1986   PC桁 

R0240 （須田貝ダム）   群馬 水上町    利根川 1955   H＝72 重力式ダム 

R0241 ビンズル橋   群馬 水上町   八木沢ダム作業用 利根川    鋼箱桁 

R0242 （八木沢ダム）   群馬 水上町    利根川 1967   H＝131 アーチダム 

R0243 向小橋    群馬 水上町    利根川 1881 10 3.6  

R0244 西橋    群馬 水上町    利根川 1852   刎橋 

R0245 夜桜橋    群馬 水上町    利根川 1875 27 2.1  

R0246 利根川橋    群馬 水上町    利根川 1873   桁 

R0280 新薄根橋    群馬 沼田市  国道 17号 薄根川     

R0281 薄根橋    群馬    国道 291号 薄根川 1939 94.7 6.5 ＲＣ桁橋  

R0282 薄根川橋梁   群馬    JR上越線 薄根川 1926 102.4 複線 鈑桁 ｌ＝10ｘ9.1 

R0283 寺久保橋    群馬      薄根川     

R0284 岡谷橋    群馬    県道 266号 薄根川     

R0285 岡谷大橋    群馬      薄根川     



R0286 薄根川橋    群馬     上越自動車道 薄根川     

R0287 奈良大橋    群馬      薄根川     

R0288 天神橋    群馬    県道 263号 薄根川 1958 68.1 5.5 ＲＣＴ桁 ｎ＝5 

R0289 薄根川大橋   群馬      薄根川     

R0290 ？     群馬    県道 64号 薄根川     

R0291 黒岩橋    群馬 川場村    薄根川 1959 19.5 3 ＲＣＴ桁 ｎ＝2 

R0292 武尊橋    群馬 川場村    薄根川 1959 12.6 3.6 ＲＣＴ桁  

R0300 新君河原橋   群馬 沼田市・昭和村   片品川     

R0301 二恵橋 ふたえ  群馬 沼田市・昭和村 県道 251号 片品川 1903 40 3.6 木橋  

R0302 二恵二見橋 ふたえふたみ 群馬      片品川 1947 108.9 4.5 吊橋 木造トラス補剛 ＲＣ塔  

R0303 二恵橋  ふたえ 群馬      片品川 1963 120 5.5  

               鋼上路ランガー桁橋 ｌ＝15.6＋88＋15.6 ｆ＝11  

R0304      群馬      片品川 1983   側道橋 鋼ローゼ  

R0305 片品川橋    群馬 昭和村   上越自動車道 片品川     

R0306 万延橋  まんえん 群馬 沼田市・昭和村 県道 255号 片品川 1935 47.5 5.5 上路トラス 

R0307 （平出ﾀﾞﾑ）    群馬      片品川     

R0308 菅田橋    群馬 沼田市    片品川     

R0309 八千代橋    群馬      片品川 1882   板橋  

R0310 文化橋  ぶんか 群馬      片品川 1955 108.3 2.7 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ27 

R0311 輪組大橋    群馬 沼田市    片品川     

R0312 南郷橋    群馬 沼田市  県道 62号 片品川 1966 42 5.5 鈑桁 

R0320 鏑川橋梁    群馬 藤岡市  上越新幹線 鏑川  1982 544 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝64.8 ｎ＝10 

R0321 鏑川橋    群馬 藤岡市  県道 30号 鏑川  1982   架け替え 

R0322 松の木瀬橋   群馬 吉井町    鏑川  1967 150 6  ＰＣＴ桁 ｌ＝4ｘ30 ＰＣ桁 ｌ＝（1＋1）ｘ15 

R0323 入野橋    群馬 吉井町  県道 174号 鏑川  1937 195 3.4 木橋 

R0324 鏑川橋梁    群馬 吉井町  上信電鉄 鏑川  1924 154 単線 鈑桁 

R0325 多胡橋    群馬 吉井町  県道 71号 鏑川 1 953 146.2 5.5 RC橋 

R0326 岩崎橋    群馬 吉井町  県道 171号 鏑川  1959 170 3.7 木橋 

R0327 吉井大橋    群馬 吉井町  県道 203号 鏑川     

R0328 塩畑堂橋    群馬 甘楽町・富岡市 県道 197号 鏑川  1964 114 6.7 ＰＣ橋 

R0329 星田大橋  ほしだおお 群馬 甘楽町・富岡市   鏑川     

R0330 新富岡大橋   群馬 富岡市  国道 254号 鏑川     

R0331 鏑川橋梁    群馬 富岡市  上信電鉄 鏑川  1924 111 単線 鈑桁 

R0332 甘楽橋  かんら 群馬      鏑川  1925 123 5.5 上路ワ－レントラス ｌ＝37 ｎ＝3 

R0333 富岡大橋    群馬    国道 254号 鏑川  1969 130 6.5+2@1 連続鈑桁 ｌ＝39.5＋50＋39.5 

R0334 西作ノ瀬歩道橋   群馬 富岡市    鏑川     

R0335 新鏑川橋    群馬 富岡市  県道 46号 鏑川     

R0336 鏑橋    群馬 富岡市    鏑川  1893    

R0337 神田橋    群馬 富岡市    鏑川      吊橋 

R0338 神田水道橋   群馬      鏑川  1976  2  

R0339 桐淵橋  きりぶち 群馬 富岡市  県道 198号 鏑川  1998 203 7＋2＠4  

                ＲＣ連続箱桁 l=42.35＋47.5＋60＋48.85 

R0340 和合橋    群馬 富岡市  県道 192号 鏑川  1973 96 6+2@0.75  ＰＣ桁橋  

R0341 神農原水道橋 かのはら 群馬 下仁田町・富岡市   鏑川     

R0342 比佐理橋  ひさり  群馬 下仁田町・富岡市   鏑川  1905 74 3.6 吊橋 ｌ＝73 木造トラス補剛 木造塔 

R0343 比佐理橋（新只川橋） ひさり 群馬 下仁田町・富岡市 国道 254号 鏑川  1991 131.1 11.6 鋼中路ローゼ 

R0344 鏑川橋    群馬 下仁田町・富岡市 上信越自動車道 鏑川   4車  

R0345 只川橋  ただかわ 群馬 下仁田町・富岡市 県道 48号 鏑川  1931 82.4 6.4  

            鋼上路 2 ヒンジブレースドリブアーチ ｌ＝60.6 Ｉ型桁 ｌ＝9.1＋12 

R0346 不通橋  とおらず 群馬 下仁田町・富岡市   鏑川  1957   永久橋  

R0347 赤津橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0348 石渕橋    群馬 下仁田町  国道 254号 鏑川     

R0349 東部大橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0350 牧口橋    群馬 下仁田町  県道 45号 鏑川  1908 49 3.6 木鉄混交トラス 

R0351 八千代橋    群馬 下仁田町    鏑川  1957   永久橋 

R0352 森沢橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0353 平成橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0354 下小坂大橋   群馬 下仁田町    鏑川     

R0355 藤畑橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0356 大平橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0357 久保平橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0358 森平橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0359 坂詰橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0360 藤井橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0361 藤井橋    群馬 下仁田町  国道 254号 鏑川     

R0362 常盤橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0363 山小屋橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0364 滑岩橋    群馬 下仁田町  県道 43号 鏑川     



R0365 清水沢橋    群馬 下仁田町    鏑川  1909 51 3.6 木鉄混交トラス 

R0366 矢川橋    群馬 下仁田町  県道 43号 鏑川     

R0367 大栗橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0368 新耕橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0369 万代橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0370 萱倉橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0371 萱倉橋    群馬 下仁田町    鏑川     

R0372 石淵橋  いしぶち 群馬 下仁田町    鏑川  941 56 5.5 ＲＣオープンアーチ 

R0373 磐戸橋    群馬 下仁田町    鏑川  1900 34.5 3.6 木鉄混合下路ハウトラス ｌ＝1ｘ33 

R0374 田篠橋    群馬 北甘楽郡    鏑川  1882 104 3.6 木橋 

R0375 三間橋    群馬 北甘楽郡    鏑川  1883 46 3.6 木橋 

R0390 松原橋  まつばら 群馬 桐生市  県道 332号 渡良瀬川 1987 373.1 15.5 ＰＣＴ桁橋 ｎ＝9 

R0391 昭和橋  しょうわ 群馬 桐生市  県道 67号 渡良瀬川  373.1 15.5 ＰＣ桁橋 ｎ＝9 

R0392 中通り大橋   群馬 桐生市    渡良瀬川     

R0393 錦桜橋  きんおう 群馬 桐生市  県道 68号 渡良瀬川 2005   架け替え 鈑桁 

R0394 桐生大橋    きりゅうおお 群馬 桐生市  市道  渡良瀬川 1986 368.2 7+2 連続鈑桁 ｌ＝4＠45.8 

R0395 渡良瀬川橋梁 わたらせがわ 群馬 桐生市  ＪＲ両毛線＋わたらせ渓谷鉄道  渡良瀬川 1980 262.4  

                  複線 トラス ｌ＝2ｘ66＋2ｘ62.4 

R0396 渡良瀬川橋梁 わたらせがわ 群馬 桐生市  上毛電鉄 渡良瀬川 1928  単線 鈑桁 ｌ＝8x18  

R0397 赤岩橋  あかいわ 群馬 桐生市    渡良瀬川 1999   歩道橋併設 連続鈑桁 n＝2 

R0398 長瀬橋  ながせ 群馬 桐生市    渡良瀬川    吊橋 

R0399 相川橋  あいかわ 群馬 桐生市    渡良瀬川 1972   鈑桁 

R0400 浅原橋    群馬 山田郡     渡良瀬川 1882 73 3.6 木橋 

R0401 高津戸橋  たかつど 群馬 大間々町  県道 338号 渡良瀬川 1934 39.7 5.5 鋼上路 2 ヒﾝｼﾞｱｰﾁ ｌ＝36 

R0402 高津戸橋    群馬      渡良瀬川    中路鋼アーチ 

R0403 溌（魚偏に発）滝橋 はねたき 群馬 大間々町    渡良瀬川    吊橋 

R0404 （高津戸 ダム）   群馬      渡良瀬川     

R0405 新栄橋（信栄橋） しんえい 群馬 大間々町  県道 257号 渡良瀬川 1933 62.8 5.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝28 ｎ＝3 

R0406 福岡大橋    ふくおかおお 群馬 大間々町  県道  渡良瀬川 1979 117 7.25+2.5  

                 鋼ローゼ ｌ＝1ｘ93 鈑桁 ｌ＝1ｘ22.3 

R0407 貴船橋  きぶね 群馬 大間々町    渡良瀬川 1966   PC桁 n＝3 

R0408 水管橋    群馬 桐生市     渡良瀬川    中路トラス橋 

R0409 黒保根大橋   くろほねおお 群馬 黒保根村    渡良瀬川 2001 146 5+1  

               鋼ニールセンローゼ ｌ＝1ｘ99.2 鈑桁 ｌ＝45.25 

R0410 五月橋  さつき  群馬 黒保根村  県道 257号 渡良瀬川 1969 86 7 鋼ランガ－桁 ｌ＝85 

R0411 東瀬橋  ひがせ 群馬 東村     渡良瀬川 1975   鋼箱桁 

R0412 東橋  あづま 群馬 東村     渡良瀬川 1969   PC桁 n＝2 

R0413 下松島橋  しもまつしま 群馬 東村     渡良瀬川    吊橋 無補剛 木床 耐風索 鋼塔 

R0414 松島橋  まつしま 群馬 東村     渡良瀬川    PC桁 n＝5 

R0415 万年橋  まんねん 群馬 東村   県道 343号 渡良瀬川    RCオープンアーチ橋 n＝1 

R0416 第一渡良瀬川橋梁  群馬 東村   国鉄足尾線 渡良瀬川 1912 66 単線 プラットトラス ｌ＝46.9 鈑桁 ｎ＝（2＋5） 

R0417 わらべ橋    群馬 東村     渡良瀬川 1990  歩道 水没 

R0418 （草木ダム ）   群馬      渡良瀬川     

R0419 草木橋  くさき  群馬 東村     渡良瀬川 1976 374 5.5  

          上路連続トラス ｌ＝108.5＋155＋108.5 ＲＣフレキシブル高橋脚（30ｍ，60ｍ） 

R0420 東宮橋  とうみや 群馬 東村     渡良瀬川 1976 104 5.5 連続鈑桁 ｌ＝3＠34.4 

R0421 第一渡良瀬川橋梁  群馬 東村    わたらせ渓谷鉄道 渡良瀬川 1972 125 単線 トラス ｌ＝62.4 ｎ＝2 鈑桁 

R0422 沢入橋  そおり  群馬 東村   県道 343号 渡良瀬川 1985   鈑桁 ｎ＝2 

R0430 吾妻川船橋   群馬 北牧村    吾妻川 1488    

R0431 杢ケ橋（目の橋 もくが（もくの） 群馬 渋川市    吾妻川 1699   刎橋 

R0432 牛島橋    群馬 渋川市    吾妻川 1894    

R0433 落合橋    群馬 渋川市・子持村   吾妻川 1956   木橋 

R0434 吾妻新橋    群馬 渋川市・子持村 国道 17号バイパス 吾妻川 2007 240 2x(8,25+3)  

                PC連続箱桁 l＝49.9＋68.9＋66＋52.8 

R0435 吾妻橋  あがつま 群馬 渋川市・子持村 国道 17号 吾妻川 1961 204.9 9.5 連続鈑桁 ｌ＝36＋3＠44＋36 

R0436 吾妻川水管橋   群馬 渋川市・子持村   吾妻川 1969   鋼ランガー 

R0437 北牧橋    群馬 西群馬郡    吾妻川 1872 85 3.6 木橋 

R0438 北群馬橋    群馬 渋川市・子持村 県道 36号 吾妻川 1950  吊橋 単径間 木造トラス補剛 RC塔 RC桁 

R0439 吾妻川橋梁   群馬 渋川市・小野上村 上越新幹線 吾妻川     

R0440 第一吾妻川橋梁   群馬 渋川市・小野上村 JR吾妻線 吾妻川     

R0441 中央橋    群馬 東村・小野上村  県道 155号 吾妻川 1956 145 5.5 RCT桁 n＝4 

R0442 舟渡大橋    群馬 東村・中之条町 県道 240号 吾妻川     

R0443 龍ケ鼻橋    群馬 吾妻町・中之条町 県道 232号 吾妻川 1965 146 5.5 トラス 鈑桁 

R0444 歩行橋  かち  群馬 吾妻町    吾妻川 1838    

R0445 五丁目橋    群馬 吾妻町    吾妻川 1873 76 3.6 木橋 

R0446 吾妻橋    群馬 吾妻町    吾妻川 1931 172.8 4.5 トラス l＝42.7 n＝4 

R0447 東橋    群馬 吾妻町  県道 35号 吾妻川 1930 216 6 トラス l＝54 

R0448 田辺橋  たなべ 群馬 吾妻町  県道 29号 吾妻川 1963 80.5 6 鋼上路ランガー桁 l＝57 



R0449 長須橋  ちょうす 群馬 吾妻町（郷原）   吾妻川 1626 27  木造刎橋 

R0450 万年橋    群馬 吾妻町  県道 237号 吾妻川 1934    

R0451 岩島橋    群馬 吾妻町    吾妻川 1959 80.1 4 PC桁 l＝2ｘ40 

R0452 昭和橋    群馬 吾妻町    吾妻川     

R0453 陣出橋    群馬 吾妻町    吾妻川     

R0454 荒神橋    群馬 吾妻町    吾妻川     

R0455 八ツ場大橋 やんばおお 群馬 長野原町    吾妻川 1933 45.6 5.5 鋼 2 ヒンジソリッドリブアーチ l＝34.8 

R0456 第二吾妻川橋梁  あがつまがわ 群馬 長野原町 JR吾妻線 吾妻川 1945 69 単線  

               ＲＣアーチ橋 l＝12＋4＋4 トラス l＝1ｘ46.8 

R0457 第三吾妻川橋梁  あがつまがわ 群馬 長野原町 JR吾妻線 吾妻川 1945 85 単線 トラス l＝1ｘ62.4 鈑桁 l＝22.3 

R0458 千歳橋    群馬 長野原町    吾妻川 1868   吊橋 

R0459 千歳新橋  ちとせしん 群馬 長野原町  国道 145号 吾妻川 1966   鋼 2 ヒンジトラスドアーチ l＝1ｘ53 

R0460 栄橋    群馬 長野原町    吾妻川 1964 40.7 4 鋼橋  

R0461 土湯原橋    群馬 長野原町    吾妻川     

R0462 下田橋    群馬 長野原町    吾妻川     

R0463 弁天橋    群馬 長野原町    吾妻川 1951 62 2.9 木造方杖橋 

R0464 長野原めがね橋   群馬 長野原町    吾妻川     

R0465 長野原駅前大橋   群馬 長野原町  県道 378号 吾妻川     

R0466 長栄橋    群馬 長野原町    吾妻川 1968 50.7 4.5 鈑桁 n＝2 

R0467 坪井大橋    群馬 長野原町  国道 145号 吾妻川     

R0468 新戸橋    群馬 長野原町    吾妻川 1958 64.9 4.5 RC橋 

R0469 浜岩橋    群馬 長野原町  国道 146号 吾妻川 1953 51 5.5 RCゲルバー桁 

R0470 琴橋    群馬 長野原町    吾妻川 1940 29.5 2.2 鋼橋 

R0471 久森橋    群馬 長野原町    吾妻川 1964 32.7 7.1 合成箱桁橋 

R0472 上袋倉橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0473 第四吾妻川橋梁   群馬 嬬恋村  JR吾妻線 吾妻川     

R0474 新大橋    群馬 嬬恋村    吾妻川 1891    

R0475 新大滝橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0476 新三原大橋   群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0477 三原大橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0478 学橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0479 第五吾妻川橋梁   群馬 嬬恋村  JR吾妻線 吾妻川     

R0480 第六吾妻川橋梁   群馬 嬬恋村  JR吾妻線 吾妻川     

R0481 西窪橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0482 唐沢橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0483 大前橋    群馬 嬬恋村    吾妻川     

R0484 嬬恋橋    群馬 嬬恋村    吾妻川 1911 49 3.6 吊橋 

R0485 栄橋    群馬 嬬恋村     吾妻川 1950 105.7 5.6 RC橋 

R0500 境橋  さかい 群馬    県道 67号? 桐生川 1931 107.8 6.4 ＲＣＴ桁 ｌ＝10.9 ｎ＝9 

R0501 桐生川橋梁   群馬    ＪＲ両毛線 桐生川 1888   鈑桁 

R0502 白髭橋    群馬      桐生川     

R0503 細田橋    群馬      桐生川    板橋 潜水橋 

R0504 両国橋  りょうごく 群馬      桐生川  109 12 鈑桁 ｎ＝3 

R0505 小沼橋  こぬま 群馬      桐生川 1980   ＲＣ桁 

R0506 宿之島橋  しゅくのしま 群馬      桐生川 1897 100 8 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0507 山ノ越橋    群馬      桐生川     

R0508 八坂橋  やさか 群馬      桐生川    桁 

R0509 広見橋  ひろみ 群馬      桐生川 1950   永久橋 桁 ｎ＝3 

R0510 幸橋  さいわい 群馬    県道坂西線 桐生川  87 10.5 ＲＣ桁  

R0511 二州橋  にしゅう 群馬      桐生川    木造トラス橋 

R0512 稲荷橋  いなり  群馬      桐生川  80 9.5 コンクリ－ト桁 ｎ＝3 

R0513 中里橋  なかざと 群馬      桐生川    ＲＣ桁＋木桁 

R0514 天神橋  てんじん 群馬      桐生川 1978   桁  

R0515 小松橋  こまつ 群馬      桐生川 1971   ＲＣ桁 

R0516 観音橋  かんのん 群馬      桐生川 1962   桁 ＲＣ橋脚  

R0517 跳滝橋  はねたき 群馬      桐生川    桁 

R0518 半兵衛橋  はんべえ 群馬      桐生川    ＲＣ桁 潜水橋 

R0519 上菱橋    群馬      桐生川     

R0520 瀬馬の橋    群馬      桐生川    木橋  

R0521 塩之瀬橋  しおのせ 群馬      桐生川 1964 18 4 永久橋 桁 ｎ＝2 

R0522 中屋橋  なかや 群馬      桐生川     

R0523 穴切橋  あなぎり 群馬      桐生川 1972 25 6 ＰＣ桁 

R0524 高橋  たか  群馬      桐生川 1969   ＲＣ橋 

R0525 桐生川ダム   群馬      桐生川     

R0526 さるがもんどの橋  群馬      桐生川    土橋 

R0527 落合橋  おちあい 群馬      桐生川    桐生川ダムに水没 

R0528 梅田大橋    群馬      桐生川     

R0529 大洲橋    群馬      桐生川     



R0530 根元橋  ねもと  群馬      桐生川 1912   桐生川ダムに水没 

R0531 小倉橋    群馬      桐生川     

R0532 閉籠里橋  とずろうり 群馬      桐生川    ＲＣ橋 

R0533 出沢橋    群馬      桐生川     

R0534 橋場橋    群馬      桐生川     

R0535 源蔵橋    群馬      桐生川     

R0536 馬立橋    群馬      桐生川     

R0537 蛇留渕橋    群馬      桐生川     

R0538 高仁田橋    群馬      桐生川     

R0539 津久原橋    群馬      桐生川     

R0540 東原橋    群馬      桐生川     

R0541 大滝橋    群馬      桐生川     

R0542 遠上橋    群馬      桐生川     

R0543 不死熊橋    群馬      桐生川     

R0550 粕川橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0551 粕川橋梁    群馬 伊勢崎市 東武伊勢崎線 粕川  1982  単線 下路鈑桁 ｌ＝2x29.3 

R0552 保泉橋    群馬 伊勢崎市  県道 14号 粕川     

R0553 釆女大橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0554 伊与久橋    群馬 伊勢崎市  県道 292号 粕川     

R0555 粕川大橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0556 小斉橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0557 殖蓮橋    群馬 伊勢崎市  県道 2号 粕川     

R0558 東橋    群馬 伊勢崎市  国道 293号 粕川     

R0559 新粕川橋    群馬 伊勢崎市  国道 462号 粕川     

R0560 相木橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0561 宮前橋    群馬 伊勢崎市  県道 39号 粕川  1939   ＲＣ橋 

R0562 天増寺橋    群馬 伊勢崎市  県道 68号 粕川     

R0563 粕川橋梁    群馬 伊勢崎市  ＪＲ両毛線 粕川  1930  単線  鈑桁 

R0564 宗高橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0565 中村橋    群馬 伊勢崎市    粕川  1967 106 6  

R0566 八鹿大橋    群馬 伊勢崎市  県道 73号 粕川     

R0567 華蔵寺橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0568 間之山橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0569 粕川橋    群馬 伊勢崎市  国道 17号 粕川     

R0570 粕川橋    群馬 伊勢崎市  北関東自動車道 粕川  2001    

R0571 五目牛橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0572 車東橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0573 飯玉橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0574 赤堀橋    群馬 伊勢崎市  国道 50号 粕川  1955 57.1 7.5 ＲＣ桁橋 

R0575 粕川橋    群馬 伊勢崎市  県道 76号 粕川  1956    

R0576 久保橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0577 北原橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0578 共同橋    群馬 伊勢崎市    粕川     

R0579 下木戸橋    群馬 伊勢崎市  県道 352号 粕川     

R0580 深西橋    群馬 前橋市    粕川  1966 30 4  

R0581 粕川グラウンド橋  群馬 前橋市    粕川     

R0582 粕川橋    群馬 前橋市  県道 3号 粕川     

R0583 粕川橋梁    群馬 前橋市  上毛電鉄 粕川  1928   鈑桁 

R0584 長栄橋    群馬 前橋市    粕川     

R0585 ？     群馬    県道 333号 粕川     

R0586 ？     群馬    国道 353号 粕川     

R0600 粟島大橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0601      群馬 前橋市  JR両毛線 桃ノ木川     

R0602 繁年橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0603 木瀬大橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0604 笂井橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0605 笂井橋    群馬 前橋市  県道 40号 桃ノ木川     

R0606 日下部橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0607 観音橋    群馬 前橋市 国道 50号  桃ノ木川 1968 73 11 鈑桁 

R0608 桃ノ木橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0609 竹橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0610 石関橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0611 桃ノ木川橋   群馬 前橋市  上毛電鉄 桃ノ木川 1928  単線 下路鈑桁 

R0612 天神橋    群馬 前橋市  県道 3号 桃ノ木川     

R0613 浪華橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0614 泉橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0615 大宝橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0616 大国橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     



R0617 幸塚大橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0618 大正橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0619 一本橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0620 沼橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0621 北代田橋  きたしろた 群馬 前橋市  県道 4号号 桃ノ木川 1929 12 道路  

R0622 二ツ橋    群馬 前橋市  県道 151号 桃ノ木川     

R0623      群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0624 小代橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0625 寄居橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0626 天神橋    群馬 前橋市  県道 76号 桃ノ木川    桁橋 

R0627 舟戸橋    群馬 前橋市    桃ノ木川   歩道  

R0628 名胡橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0629 多嘉橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0630 薬師橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0631      群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0632 市橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0633 桃ノ木橋    群馬 前橋市  国道 17号 桃ノ木川     

R0634 八幡橋  はちまん 群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0635 ランプ橋    群馬 前橋市    桃ノ木川     

R0650 千代橋    群馬 高崎市    碓氷川    鋼橋 

R0651 八千代橋    群馬 高崎市    碓氷川 1934 291.6 5 鋼橋 

R0652 新鼻高橋    群馬 高崎市・安中市   碓氷川 1981   鼻高橋と平行 

R0653 鼻高橋    群馬 高崎市・安中市   碓氷川 1963 180 4.2 ＲＣ橋  

R0654 板鼻橋    群馬 安中市     碓氷川 1659    

R0655 碓東大橋    群馬    国道 18号 碓氷川     

R0656 下碓氷川橋梁   群馬 安中市  ＪＲ信越線 碓氷川 1967 197.8 複線 ＰＣ桁 ｌ＝35.8＋6ｘ27 

R0657 石井橋  いわい 群馬 安中市    碓氷川 1940 131.7 7 ＲＣ橋  

R0658 鷹之巣橋    群馬 安中市  県道  碓氷川 1959 192 8 ＰＣ桁 ｌ＝8ｘ23 

R0659 湯の入橋    群馬 安中市    碓氷川  

R0660 碓氷川橋（久芳橋）  群馬 安中市    碓氷川     

R0661 久芳橋    群馬 安中市  国道 18号 碓氷川 1959 196 8 ＰＣ箱桁 ｌ＝28 ｎ＝7  

R0662 扇城橋    群馬      碓氷川     

R0663 伝新橋    群馬      碓氷川     

R0664 常谷橋    群馬      碓氷川     

R0665 安中橋    群馬      碓氷川 1659    

R0666 安中大橋    群馬      碓氷川     

R0667 昭和橋    群馬      碓氷川     

R0668 七曲橋    群馬      碓氷川 1931   鈑桁 

R0669 新水口橋    群馬      碓氷川     

R0670 糠橋    群馬      碓氷川     

R0671 中橋    群馬    県道  碓氷川 1898 51 3.6 木橋 

R0672 愛妻橋    群馬    県道  碓氷川     

R0673 鉱泉橋    群馬      碓氷川     

R0674 碓氷大橋    群馬      碓氷川     

R0675 広谷橋    群馬    県道  碓氷川     

R0676 中瀬橋    群馬      碓氷川     

R0677 中瀬大橋    群馬      碓氷川     

R0678 上碓氷川橋梁 かみうすいがわ 群馬 松井田町  ＪＲ信越線 碓氷川 1963  単線 鈑桁 ｌ＝46.4 

R0700 中島橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川    桁橋 n＝5 

R0701 昭和橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川     

R0702 武士橋  たけし 群馬 伊勢崎市  国道 354号 広瀬川 1951 190.7 5.5 ＲＣ橋  

R0703 豊東橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川     

R0704 豊受橋    群馬 伊勢崎市  県道 295号 広瀬川 1966 100 6 ＲＣ橋  

R0705 天満橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1966 100 6  

R0706 昭和橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川     

R0707 茂呂大橋    群馬 伊勢崎市  県道 18号 広瀬川 1881 44 3.6 木橋 

R0708 小此木橋    群馬 佐波郡     広瀬川 1881 40 3.6 木橋 

R0709 光円橋    群馬 伊勢崎市  国道 462号 広瀬川 1956 100.2 5.5 ＲＣ橋  

R0710 いせさき大橋   群馬 伊勢崎市  県道 295号 広瀬川     

R0711 競運橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1963 98 4 ＰＣ桁橋 

R0712 広瀬大橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1968 45.2 13+1.5  

R0713 大橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 江戸    

R0714 永久橋    群馬    県道 24号 広瀬川 1960  7 ゲルバー鈑桁 ｌ＝31.7＋35＋31.7 

R0715 新橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1922   木造橋 

R0716 新開橋    群馬 伊勢崎市  県道 2号 広瀬川 1949 89.2 6 ポニ－トラス ｌ＝3ｘ29.4 

R0717 栄橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1956 107 6  

R0718 三ツ家橋  みついえ 群馬 伊勢崎市    広瀬川 1964   永久橋  

R0719 竜宮橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川 1964   永久橋  



R0720 宮子大橋    群馬 伊勢崎市    広瀬川     

R0721 須永橋    群馬 伊勢崎市・前橋市   広瀬川     

R0722 新須永橋    群馬 前橋市    広瀬川     

R0723 広瀬川橋    群馬    北関東自動車道 広瀬川 2001    

R0724 新広瀬橋    群馬      広瀬川     

R0725 新小屋原橋   群馬    県道 2号 広瀬川     

R0726 新川橋    群馬    県道 40号 広瀬川     

R0727 上橋    群馬      広瀬川     

R0728 琴平橋    群馬      広瀬川     

R0729 藤塚橋    群馬      広瀬川     

R0730 釜原橋    群馬   広瀬川     

R0731 端場川橋    群馬    県道 2号 広瀬川     

R0732 南勢多橋    群馬    県道 2号 広瀬川     

R0733 広瀬新橋    群馬      広瀬川     

R0734 愛宕橋    群馬      広瀬川     

R0735 天女橋    群馬      広瀬川     

R0736 天大橋    群馬      広瀬川 1912 16.4 4.2 木橋  

R0737 広瀬川橋梁   群馬    JR両毛線 広瀬川 1889  単線 鈑桁 

R0738 上天大橋    群馬      広瀬川     

R0739 新東橋    群馬    国道 50号 広瀬川 1929 10.9 7.3  

R0740 新貝橋    群馬      広瀬川 1922 12.7 2.2 ＲＣ橋 

R0741 朝貝橋  あさかい 群馬      広瀬川 1948    

R0742 広東橋    群馬      広瀬川 1921 11.3 2.2 ＲＣ橋 

R0743 十六本橋   じゅうろっぽん 群馬      広瀬川 1921 16.8 5.5 ＲＣ橋  

R0744 桃井橋    群馬      広瀬川 1935 11.8 8.2 ＲＣ橋 

R0745 久留万橋    群馬    県道 17号 広瀬川 1923 13.2 14.6 木橋  

R0746 諏訪橋    群馬    県道 3号 広瀬川 1929 11.5 10.5  

R0747 比刀根橋  ひとね 群馬      広瀬川 1933 15.7 13.9 ＲＣア－チ 

R0748 厩橋  うまや  群馬    国道 17号 広瀬川 1953 18.2 15 ＲＣ橋  

R0749 雷神橋    群馬      広瀬川     

R0750 柳橋  やなぎ 群馬      広瀬川 1923 13.2 9.1 木橋（ＲＣ桁？） 

R0751 石川橋    群馬      広瀬川 1915 13.2 4.2  

R0752 相生橋    群馬      広瀬川 1923 13.2 4.5 木橋  

R0753 広瀬橋    群馬      広瀬川     

R0754 稲藤橋    群馬    県道 6号 広瀬川 1920 11.3 2.2  

R0760 太子橋    群馬 太田市    早川     

R0761 不動橋    群馬 太田市    早川     

R0762 上堀口橋    群馬 太田市    早川 

R0763 前島橋    群馬 太田市  県道 275号 早川 

R0764 武蔵島橋    群馬 太田市    早川 

R0765 第一早川橋   群馬 太田市  国道 17号 早川 

R0766 阿久津橋    群馬 太田市    早川 

R0767 御坊橋    群馬 太田市    早川 

R0768 吹上橋    群馬 太田市    早川 

R0769 八幡橋  はちまん 群馬 太田市    早川 

R0770 御蔵橋    群馬 太田市    早川 

R0771 大塚橋    群馬 太田市    早川 

R0772 桜橋    群馬 太田市    早川 

R0773 昭和橋    群馬 太田市    早川 

R0774 徳川橋    群馬 太田市  県道 298号 早川 

R0775 いなり橋    群馬 太田市    早川 

R0776 葵橋    群馬 太田市  県道 14号 早川 

R0777 薬師橋    群馬 太田市    早川 

R0778 熊野橋    群馬 太田市    早川     

R0779 館橋    群馬 太田市  国道 354号 早川     

R0780 高橋    群馬 太田市    早川     

R0781 早川橋梁    群馬 太田市・伊勢崎市 東武伊勢崎線 早川 1962   鈑桁 ｌ＝1ｘ15 

R0782 三ツ木橋    群馬 伊勢崎市  県道 312号 早川     

R0783 三ツ木央橋   群馬 伊勢崎市  国道 354号 早川     

R0784 早川第二橋   群馬 伊勢崎市  国道 17号 早川     

R0785 西今井橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0786 早川大橋    群馬 太田市    早川     

R0787 大国橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0788 淵名橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0789 新淵名橋    群馬 伊勢崎市  県道 292号 早川     

R0790 淵名東橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0791      群馬 伊勢崎市    早川     

R0792 早川橋    群馬 伊勢崎市  県道 2号 早川     



R0793 銀杏橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0794 鶴巻橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0795 第二鶴巻橋   群馬 伊勢崎市    早川  

R0796 津屋橋    群馬 伊勢崎市  県道 39号 早川  

R0797 神社培    群馬 伊勢崎市    早川  

R0798 みやま橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0799 中西橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0800 小泉稲荷橋   群馬 伊勢崎市    早川  

R0801 赤坂橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0802 ？     群馬 伊勢崎市 北関東自動車道 早川 2008 

R0803 ？     群馬 伊勢崎市  県道 293号 早川  

R0804 早川橋    群馬 伊勢崎市  県道 68号 早川  

R0805 町田橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0806 宮下橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0807 会の原橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0808 東橋    群馬 伊勢崎市  県道 291号 早川  

R0809 忠治橋    群馬 伊勢崎市    早川  

R0810 国定橋    群馬 伊勢崎市  県道 294号 早川     

R0811 早川橋梁    群馬 伊勢崎市  ＪＲ両毛線 早川 1889  単線  煉瓦ア－チ 

R0812 天神橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0813 栄橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0814 下田橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0815 薬師橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0816 向野橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0817 早川橋    群馬 伊勢崎市  国道 50号 早川     

R0818 鹿島橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0819 鹿島西橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0820 津久見橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0821 香林橋    群馬 伊勢崎市    早川     

R0822 前山橋    群馬 伊勢崎市みどり市   早川     

R0823 西ノ原橋    群馬 みどり市  県道 352号 早川     

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


