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FR12:川を渡る橋・千葉県 
 

 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 銚子大橋  ちょうしおお 千葉・茨城 銚子市・波崎町 国道 124号 利根川    渡船  

R0002 新銚子大橋   千葉・茨城     利根川 2010  12+3.5 斜張橋  

R0003 利根かもめ大橋（銚子新大橋） とねかもめおお 千葉・茨城 銚子市・波崎町 県道 198号 利根川 2000 1145 8+3.5  

          鋼連続箱桁 ｌ＝（106+2＠125）+（125+135+125）+（2＠125+106） 鋼箱桁  

R0004 利根川大橋  とねがわおお 千葉・茨城 東庄町・波崎町 県道 260号? 利根川 1971 834 6+1  

                河口堰と兼用 合成鈑桁 ｌ＝48.9  

R0005 小見川大橋  おみがわおお 千葉 小見川町  県道 44号 利根川 1973 822.2 6.5+2@1.5  

              鋼ランガー桁 ｌ＝6ｘ79.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3＠56.2）  

R0006 富田の渡し   千葉 香取市     利根川      

R0007 利根川橋  とねがわ 千葉 佐原市 東関東自動車道 利根川 1987 775.1 2ｘ13.75 鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ（3＠85.7） 

R0008 利根川橋梁 とねがわ 千葉 佐原市 ＪＲ鹿島線  利根川 1970 ≒674 単線 トラス ｌ＝2ｘ48.9+6ｘ77.6+48.9  

R0009 鳥居の渡し   千葉 佐原市    利根川      

R0010 水郷大橋    すいごうおお 千葉 佐原市・東村 国道 51号 利根川 1977 535.25 2＠(7.75+2.5)  

             鋼斜張橋 ｌ＝178.85+111.6 鋼連続箱桁 ｌ＝3＠80.9   

R0011 神崎大橋     こうざきおお 千葉・茨城 神崎町・東村 県道 107号 利根川 1967 535 7  

             鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ79.2 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（48.8+49.2+48.8） 

R0012 利根川橋    茨城  河内町   圏央道 利根川      

R0013 常総大橋    じょうそうおお 千葉・茨城 神崎町・河内村 県道 103号 利根川 1979 518.2 6.5+2@2.5  

                  鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3＠86） 

R0014 長豊橋  ながとよ 千葉・茨城 成田市・河内村 国道 408号 利根川 1968 509.6 7  

               鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ80 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3＠53） 

R0015 若草大橋（第二栄橋） わかくさおお 千葉・茨城 栄町・利根町 県道 68号 利根川 2006 597 7.75+3 鋼連続箱桁 ｎ＝8 

R0016 栄橋  さかえ 千葉・茨城 我孫子市・利根町 県道 4号 利根川 1971 273 6.5+2@2 鋼連続箱桁 ｌ＝84+104+84 

R0017 利根川橋梁 とねがわ 千葉・茨城 我孫子市・取手市 ＪＲ常磐線 利根川 1978 ≒977 複々線  

            トラス ｌ＝61.6+2ｘ58.2+77.9+82.2+3＠126+2ｘ62.5+58.2+58.1  

R0018 大利根橋  おおとね 千葉・茨城 我孫子市・取手市 国道 6号 利根川 1972 1210 2ｘ（8+2）  

             鋼連続箱桁 ｌ＝（80+78）+3ｘ（3＠80）+（2＠80+78）   

R0019 新利根大橋   千葉・茨城 柏市・取手市 県道 47号 利根川 1980 711 6.75+2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ（78+79+78）  

R0020 利根川橋梁 とねがわ 千葉・茨城 柏市・守谷市 つくばＥＸ 利根川 2005 897 複線+2＠  

               連続トラス ｌ＝2＠129+3＠129+2＠126  

R0021 利根川橋  とねがわ 千葉・茨城 柏市・守谷市 常磐自動車道 利根川 1981 775 2x13.75  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ（3＠85.7）  

R0022 芽吹大橋  めふきおお 千葉・茨城 野田市・岩井市 県道 3号 利根川 1958- 535.9 7 ゲルバートラス ｌ＝2ｘ（3＠89） 

R0023 下総利根大橋 しもふさとねおお 千葉・茨城 関宿町・岩井市 県道 162号 利根川 1990 678.7 7.5+2  

               鋼連続箱桁 ｌ＝（71+3＠82）+（2＠82+71）  

R0024 境大橋  さかいおお 千葉・茨城 関宿町・境町 県道 17号 利根川 1964 570 7 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（3＠63.2 ）  

R0025 境の渡し    千葉・茨城 野田市・境町 観光用 利根川      

R0030 江戸川放水路橋梁  千葉 市川市    国鉄京葉線 江戸川 1988 469 複線 トラス ｌ＝98.4   

R0031 市川大橋    いちかわおお 千葉 市川市  国道 357号 江戸川 1980 405.8 11.5+2.5 鋼連続箱桁，鋼箱桁   

R0032 市川大橋    いちかわおお 千葉 市川市  首都高速湾岸線 江戸川 1980 406 2x14.4 鋼連続箱桁，鋼箱桁  

R0033 市川大橋    いちかわおお 千葉 市川市  国道 357号 江戸川 1977 405.8 11.5+2.5 鋼連続箱桁，鋼箱桁   

R0034 江戸川放水路水管橋  千葉 市川市    江戸川 1973  ランガーパイプ桁 n＝3 三角パイプトラス 

R0035 第二江戸川橋梁   千葉 市川市   地下鉄東西線 江戸川 1969 432.5 複線 トラス ｌ＝62.4  

R0036 江戸川放水路水管橋  千葉 市川市   葛南線（下水） 江戸川    逆三角形パイプトラス橋  

R0037 新行徳橋    しんぎょうとく 千葉 市川市  県道 6号 江戸川 1972 419 18.8 鋼連続箱桁  

R0038 行徳橋  ぎょうとく 千葉 市川市  県道 6号 江戸川 1956 422.4 6  

          可動堰管理橋と兼用 連続鈑桁 ｌ＝34.5+35.5+34.5 合成鈑桁 ｌ＝16ｘ20 

R0039 江戸川大橋 えどがわ 東京・千葉 江戸川区・市川市 京葉自動車道 江戸川 1998 485 14.5  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝46+7＠56+46  

R0040 江戸川橋梁   東京・千葉 江戸川区・市川市 ＪＲ総武線 江戸川 1969 406 4線  

                 トラス ｌ＝73.3+3ｘ69.+2ｘ62.4  

R0041 江戸川橋    東京・千葉 江戸川区・市川市  江戸川 1923   トラス  

R0042 市川橋        国道 14号 江戸川 1967 399 8+2.5 連続トラス ｌ＝60+5＠55.8+60  

R0043 江戸川橋梁   東京・千葉 江戸川区・市川市 京成成田線 江戸川 1975 433 複線 トラス ｌ＝85.4   

R0044 江戸川橋梁   東京・千葉 葛飾区・松戸市 北総開発線 江戸川 1991 324 複線 トラス ｌ＝84.5 鋼箱桁  

R0045 新葛飾橋   東京・千葉 葛飾区・松戸市 国道 6号 江戸川 1966 442 14+2@1.85 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（4＠55）  

R0046 矢切の渡し         江戸川  

R0047 江戸川橋梁 東京・千葉 葛飾区・松戸市 ＪＲ常磐線 江戸川 1969 417 2ｘ複線 トラス ｌ＝45+5ｘ61.2+64.2  

R0048 葛飾橋  かつしか 東京・千葉 葛飾区 ・松戸市 県道 54号 江戸川 1972 403.1 8+2@2  



 ２ 

                 連続トラス ｌ＝2＠80.2+3＠80.2  

R0049 上葛飾橋    かみかつしか 埼玉・千葉 三郷市・松戸市 県道 295号 江戸川 1980 398 10.65 鋼連続箱桁  

R0050 江戸川橋梁   埼玉・千葉 三郷市・流山市  つくば EX 江戸川 2005  複線 トラス  

R0051 ガス管橋    埼玉・千葉 三郷市・流山市   江戸川    連続三角トラス  

R0052 江戸川橋梁   埼玉・千葉 三郷市・流山市 ＪＲ武蔵野線 江戸川 1973 400  

               複線 トラス ｌ＝2ｘ56.3+2ｘ59.1+3ｘ56.3  

R0053 流山橋  ながれやま 埼玉・千葉 三郷市・流山市  県道 29号 江戸川 1965 410.8 7 ゲルバー鈑桁  

R0054 江戸川橋    埼玉・千葉 吉川市・流山市  常磐自動車道 江戸川 1985 414 15.4 鋼連続箱桁  

R0055 玉葉橋  ぎょくよう 埼玉・千葉 吉川市・野田市 県道 326号 江戸川 1984 414.8 12 

                鋼連続箱桁 ｎ＝2ｘ3 合成鈑桁  

R0056 野田橋  のだ  埼玉・千葉 松伏町・野田市 県道 19号 江戸川 1964 395 11.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝40.3+52+40.3  

R0057 江戸川橋梁   埼玉・千葉 庄和町・野田市 東武野田線 江戸川 1956 392 単線  

               トラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝1ｘ23.5+3ｘ19.2  

R0058 金野井大橋 かなのい 埼玉・千葉 庄和町・野田市 国道 16号 江戸川 1984 397 4車 鈑桁  

R0059 宝珠花橋    ほうしゅばな 埼玉・千葉 庄和町・関宿町 県道 183 江戸川 1958 405.5 5.5  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝30 鈑桁 ｎ＝20  

R0060 関宿橋  せきやど 埼玉・千葉 庄和町・関宿町 県道 26号 江戸川 1990 406.5 7.5+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝3＠65.4 

R0070 深井新田橋   千葉 流山市  県道 401号 利根運河    鈑桁  

R0072 運河大橋  うんがおお 千葉 流山市  県道 5号 利根運河    鈑桁 n=2  

R0073 利根運河水管橋   千葉 流山市    利根運河   水管  

             逆三角形パイプトラス+パイプ桁+逆三角形パイプトラス  

R0074 西深井歩道橋   千葉 流山市    利根運河    鈑桁 n=3  

R0075 浮橋    千葉      利根運河   歩道   

R0076 運河橋  うんが 千葉 流山市  県道 5 利根運河  33.6 5.5 鈑桁 n=3  

R0077 利根運河橋 とねうんが 千葉 流山市   千葉県営鉄道 利根運河 1911  単線 ポニ－ワ－レントラス ｌ＝30.2   

R0078       千葉   東武野田線  利根運河 1977  単線  

               合成箱桁 l＝1x23.8+2x22.4 RCスラブ橋 l＝2x7 

R0079 ふれあい橋   千葉 野田市・流山市   利根運河   歩道 鋼ニールセンローゼ 

R0080 山高野橋    千葉 柏市・流山市   利根運河   歩道 鈑桁 n＝3 

R0081 柏大橋  かしわおお 千葉 柏市・流山市 国道 16号 利根運河 1969 84.8 7 連続鈑桁 n＝3  

R0082 水堰橋  すいせき 千葉 柏市   県道 7号 利根運河    鈑桁 n＝3  

R0083 運河水門管理用橋  千葉 柏市     利根運河    鈑桁 

R0084 船戸橋    千葉 柏市   県道 46号 利根運河    鈑桁 

R0090 養老川橋  ようろうがわ 千葉 市原市五井 丸善石配管用  養老川 1964 245 パイプ 3条 上路トラス橋 ｌ＝5ｘ48.5 

R0091 養老川橋梁 ようろうがわ 千葉 市原市 京葉臨海鉄道 養老川 1965 209 単線 鈑桁 

R0092 養老川水管橋 ようろうがわ 千葉 市原市    養老川 1968 211.5 Φ1.8m  

                パイプビーム ｌ＝40.3+42.8+44+42.8+36.8  

R0093 養老大橋  ようろうおお 千葉 市原市  国道 16号 養老川 1964 208.8 20 カンチレバ－鈑桁 ｌ＝38+3＠44+38 

R0094 養老川水管橋   千葉 市原市  下水道 養老川     

R0095 潮見大橋    千葉 市原市    養老川 1998   連続桁 

R0096 五井大橋    千葉 市原市    養老川 1974   連続鈑桁 

R0097 吹上橋    千葉 市原市    養老川 1937 120  Ｉ型桁 ｎ＝9 廃橋 

R0098 養老橋    千葉 市原市  国道 297号 養老川 1998   鈑桁 

R0099 出津橋    千葉 市原市    養老川     

R0100 中瀬橋  なかぜ 千葉 市原市    養老川 2004 198 7 ＰＣ桁  

R0101 養老川橋梁 ようろうがわ 千葉 市原市  国鉄房総線 養老川 1967 113.7 単線 ＰＣ箱桁 ｌ＝3ｘ22.1 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ15.8 

R0102 ガス管橋    千葉 市原市    養老川    三弦トラス 

R0103 霞橋  かすみ 千葉 市原市    養老川 1984   桁橋 

R0104 廿五里橋  ついへいじ 千葉 市原市  県道 139号 養老川 1996   連続鈑桁 

R0105 養老川橋    千葉 市原市   館山自動車道 養老川   4車  

R0106 柳原橋  やなぎはら 千葉 市原市  県道 141号 養老川 1963   桁橋 

R0107 西広橋  にしひろ 千葉 市原市五井  国道 297号 養老川 1989  4車 桁橋 堰と兼用 

R0108 権現堂橋    ごんげんどう 千葉 市原市姉ヶ崎   養老川    桁 

R0109 水管橋    千葉      養老川    逆三角形パイプトラス 

R0110 大坪橋  おおつぼ 千葉 市原市姉ヶ崎   養老川 1972    

R0111 浅井橋  あさい 千葉 市原市姉ヶ崎 国道 297号 養老川 1994   連続鈑桁 

R0112 安須橋  あず  千葉 市原市牛久    養老川 1994   桁橋 

R0113 第一養老川橋梁 ようろうがわ 千葉 市原市  小湊鉄道 養老川 1925 94 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ12.9+2ｘ19.6+3ｘ12.9  

R0114 土宇橋  つちう  千葉 市原市     養老川 1938 51.4  ＲＣカンチレバー桁 ｎ＝3 

R0115 上養老橋  かみようろう 千葉    国道 197号 養老川 1997   連続鈑桁 

R0116 二瀬橋  ふたせ 千葉 市原市    養老川 1993   ＲＣＴ桁  

R0117 上原橋  うえはら 千葉 市原市    養老川 1994   PＣ連続箱桁 n＝2 

R0118 妙香橋  みょうこう 千葉 市原市    養老川 1994   桁橋 n＝2 

R0119 手網橋  たずな 千葉 市原市    養老川  50 3.6 鈑桁 

R0120 新手網橋  しんたずな 千葉 市原市  国道 297号 養老川 1974   鈑桁 n＝2 

R0121 第二養老川橋梁 ようろうがわ 千葉 市原市  小湊鉄道 養老川 1925 56.9 単線 鈑桁 ｌ＝19.8 

R0122 楓橋  かえで 千葉 市原市  国道 409号 養老川    連続鈑桁 n＝2 



 ３ 

R0123 川間橋  かわま 千葉 市原市    養老川 1911 43 3.6 木橋 

R0124 寺庭橋  てらにわ 千葉 市原市    養老川 1971    

R0125 新幸田水管橋   千葉 市原市    養老川    パイプ桁 

R0126 新幸田橋  しんこうだ 千葉 市原市  県道 81号 養老川 1974   鈑桁 

R0127 幸田橋  こうだ  千葉 市原市    養老川     

R0128 音信橋  おとづれ 千葉 市原市    養老川 1994    

R0129 高滝ダム管理橋   千葉 市原市    養老川 1990   桁橋 

R0130 小佐貫橋  かざぬき 千葉 市原市    養老川 1983    

R0131 北崎橋  きたざき 千葉 市原市  県道 81号 養老川 1983   連続鈑桁 n＝3 

R0132 第三養老川橋梁   千葉 市原市  小湊鉄道 養老川 1925   PC桁 n＝3 

R0133 沢又橋  さわまた 千葉 市原市    養老川 1984   PC桁  

R0134 加茂橋  かも  千葉 市原市  県道 168号 養老川 1985 335 7.25+2.5  

          鋼ランガー桁 ｌ＝91.2 連続鈑桁 ｌ＝3＠41.5 合成鈑桁 Ｌ＝（38）+（2ｘ38.1）  

R0135 境橋  さかい 千葉 里見村    養老川 1984 40 3.6 桁橋 

R0136 大羽目橋  おおばね 千葉 市原市    養老川 1985   桁橋 

R0137 里見橋  さとみ  千葉 市原市  県道 81号 養老川 1988   鈑桁 

R0138 坂下橋  さかした 千葉 市原市    養老川 1985   鈑桁 n＝2 

R0139 待場橋  まちば 千葉 市原市    養老川 1986   鈑桁 n＝2 

R0140 小山橋  おやま 千葉 市原市    養老川 1985    

R0141 日竹橋  ひたけ 千葉 市原市    養老川 1986   鈑桁 n＝2 

R0142 日の崎大橋   ひのさきおお千葉 市原市  県道 81号 養老川 1986   鈑桁 n＝4 

R0143 堤橋  さかい 千葉 市原市  県道 81号 養老川 1976   鈑桁 

R0144 持田崎橋  もったさき 千葉 市原市    養老川 1971   鈑桁 

R0145 大国橋  だいこく 千葉 市原市    養老川 1962   鈑桁 n＝3 

R0146 第四養老川橋梁 ようろうがわ 千葉 市原市  小湊鉄道 養老川 1928 74.8 単線 鈑桁 ｌ＝18.7 ｎ＝4 

R0147 御里津大橋 おりづおお 千葉 市原市    養老川 1988    

R0148 根向橋    千葉 市原市    養老川    吊橋 鋼塔  

R0149 渓谷橋  けいこく 千葉 市原市    養老川 1973   鋼ニールセンパイプアーチ  

R0150 深谷橋    千葉 市原市    養老川      

R0151 宝衛橋  ほうし  千葉 市原市    養老川 1971   トラス  

R0152 白鳥橋  しらとり 千葉 市原市    養老川 1977   吊橋 鋼塔  

R0153 観音橋  かんのん 千葉 市原市    養老川 1984  歩道 鋼連続箱桁（アーチ？）  

R0154 弁天橋    千葉 大多喜町    養老川      

R0155 新養老橋    千葉 大多喜町  国道 465号 養老川      

R0156 先良川橋    千葉 大多喜町    養老川      

R0157 栗又橋    千葉 大多喜町    養老川      

R0158 修業橋    千葉 大多喜町    養老川      

R0159 馬渡橋    千葉 大多喜町  県道 178号 養老川      

R0160 下前成橋    千葉 大多喜町    養老川      

R0161 馬土橋    千葉 市原市    養老川 1894 54.5 3.6 木橋  

R0162 山根橋    千葉 里見村    養老川 1913 43 3.6 木橋  

R0170 柏ふるさと大橋   千葉 柏市    県道 大堀川 1999   鈑桁  

R0171 北柏橋    千葉 柏市     大堀川    鈑桁 n=2  

R0172 大堀川橋梁   千葉 柏市   JR常磐線 大堀川    鈑桁  

R0173 呼塚橋    千葉 柏市   国道 6号 大堀川    鈑桁 n=2  

R0174 木崎橋    千葉 柏市     大堀川      

R0175 松ケ崎橋    千葉 柏市     大堀川    PC桁 n=2  

R0176 初音橋    千葉 柏市   国道 16号 大堀川    PC桁 n=2  

R0177 昭和橋    千葉 柏市   県道  大堀川      

R0178 高田橋    千葉 柏市     大堀川      

R0179 勝橋    千葉 柏市     大堀川      

R0180 新堤橋    千葉 柏市     大堀川    鈑桁  

R0181 新橋    千葉 柏市     大堀川    鈑桁  

R0182 高森橋    千葉 柏市     大堀川      

R0183 駒木橋    千葉 流山市    大堀川    PC桁  

R0184 新駒木橋    千葉 流山市    大堀川    PC桁  

R0185 ？     千葉 流山市  つくばＥＸ 大堀川      

R0186 ？     千葉 流山市  県道  大堀川      

R0200 都川橋梁    千葉    JR京葉線 都川  1975  複線 鈑桁  

R0201 寒川大橋    千葉    国道 357号 都川  1955 88.7 6.5 ＲＣＴ桁 ｌ＝7.6+6ｘ12.5+7.6  

R0202 （都川）大橋 おお  千葉    県道 20号 都川  1934   ＲＣ桁  

R0203 君待橋    千葉    県道  都川    桁橋  

R0204 都川橋梁    千葉     千葉急行電鉄 都川  1998     

R0205      千葉    京成電鉄千原線 都川  1992     

R0206 都川橋梁    千葉    JR外房線 都川  1963  複線   

R0207 都橋  みやこ 千葉      都川  1937 29 6 ＲＣア－チ ｆ＝2.8 ｌ＝15 ＲＣスラブ ｌ＝2ｘ4 

R0208 都川橋梁    千葉    ﾓﾉﾚｰﾙ 都川  1999     

R0209 羽衣橋    千葉      都川      
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R0210 吾妻橋    千葉      都川  1936     

R0211 大和橋  やまと 千葉      都川  1987 27.3 23 鋼床版桁橋   

R0212 旭橋    千葉      都川      

R0213 亀井橋    千葉      都川      

R0214 亀岡橋    千葉      都川      

R0215 新旭橋    千葉      都川      

R0216 童橋    千葉      都川      

R0217 境橋    千葉      都川    桁橋  

R0218 水源橋    千葉      都川      

R0219 都橋    千葉    県道  都川 1934 15.4 6 ＲＣ2 ヒンジラ－メン橋 ｌ＝15  

R0220 立合橋    千葉      都川      

R0221 大宮橋    千葉      都川      

R0222 太田橋    千葉      都川      

R0223 坂月橋    千葉      都川      

R0224 犬草橋    千葉      都川      

R0225 北谷津橋    千葉      都川      

R0226 多部田橋    千葉      都川      

R0227 下高根橋    千葉      都川      

R0228 高根橋    千葉      都川      

R0240 真間川水門   千葉 市川市    真間川      

R0241      千葉 市川市  ＪＲ京葉線 真間川 1988  複線 鈑桁  

R0242 原木大橋    千葉 市川市  国道 357号 真間川    鈑桁 ｎ＝2  

R0243 原木大橋    千葉 市川市  東関東自動車道 真間川 1982    

R0244      千葉    水路  真間川   鉄管 鋼ランガー桁 

R0245 原木橋  ばらき 千葉 市川市    真間川     

R0246 真間川専用橋   千葉     東京電力専用 真間川  85 電線管 上路トラス 

R0247 ふれあい橋   千葉 市川市    真間川   歩道 下路鈑桁 

R0248 三戸前橋    千葉 市川市  県道 179号 真間川 2000 23  鈑桁 

R0249 真間川橋    千葉 市川市  京葉道路 真間川 1971 21.6 6車 合成鈑桁  

R0250 北原木橋    千葉 市川市  県道 283号 真間川  54  鈑桁 

R0251 真間川橋    千葉 市川市   地下鉄東西線 真間川 1969  複線 下路鈑桁 ｌ＝40 

R0252      千葉      真間川   水管 パイプ桁橋 

R0253 柳橋    千葉 市川市    真間川    鈑桁 

R0254 小栗原橋    千葉 市川市    真間川    鈑桁 

R0255 中山歩道橋   千葉 市川市    真間川   歩道 鈑桁 

R0256 中山橋    千葉 市川市    真間川    鈑桁 

R0257      千葉      真間川   水管 パイプアーチ橋 

R0258 鬼高橋  おにたか 千葉 市川市    真間川    鈑桁 

R0259      千葉 市川市    ＪＲ総武本線 真間川 1972   2ｘ複線 ＰＣ桁 

R0260 新川橋    千葉 市川市    真間川    鈑桁 

R0261 鬼越歩道橋   千葉 市川市    真間川   歩道 下路鈑桁 

R0262 境橋    千葉 市川市  国道 14号 真間川 1981 20.1  桁橋 

R0263      千葉 市川市  京成本線 真間川 1919  複線 桁橋 

R0264 上境橋    千葉 市川市    真間川    桁橋 

R0265 大和橋    千葉 市川市    真間川     

R0266 北方橋    千葉 市川市    真間川   歩道  

R0267 八方橋    千葉 市川市    真間川     

R0268 富貴島橋    千葉 市川市    真間川     

R0269 北谷原橋    千葉 市川市    真間川     

R0270 慈眼橋    千葉 市川市    真間川     

R0271 八幡橋    千葉 市川市    真間川     

R0272 得栄橋    千葉 市川市    真間川     

R0273 三角橋    千葉 市川市    真間川    桁橋 

R0274 宮下橋    千葉 市川市    真間川     

R0275 宮久保橋    千葉 市川市  県道 51号 真間川    桁橋 

R0276 弁天橋    千葉 市川市    真間川     

R0277 新菅野橋    千葉 市川市    真間川     

R0278 須和田橋    千葉 市川市    真間川     

R0279 府中橋    千葉 市川市  県道 264号 真間川 1972 16.4  桁橋 

R0280 笹塚橋    千葉 市川市    真間川    桁橋 

R0281 麗橋    千葉 市川市    真間川     

R0282 手児奈橋  てこな  千葉 市川市    真間川    桁橋 

R0283 入江橋    千葉 市川市    真間川     

R0284 新根本橋    千葉 市川市    真間川    桁橋 ｎ＝2 

R0285 根本橋    千葉 市川市    真間川     

R0286 真間川橋    千葉 市川市  県道 1号 真間川 1970 17   

R0300 金木橋    千葉 木更津市  県道 87号 小櫃川     

R0301 小櫃川橋    千葉 袖ヶ浦市・木更津市 ＪＲ内房線 小櫃川 1973   架け替え ｌ＝4ｘ22.3+2ｘ16 
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R0302 小櫃橋    千葉 袖ヶ浦市  県道 270号 小櫃川 1936 112   Ｉ型桁橋 ｎ＝7 ＲＣ床版  

R0303 東京湾アクアライン  千葉 袖ヶ浦市・木更津市 国道 409号 小櫃川 1997    

R0304 中根橋    千葉 木更津市    小櫃川     

R0305 木更津大橋   千葉 木更津市  国道 16号 小櫃川     

R0306 中郷大橋    千葉 木更津市    小櫃川     

R0307 万年橋    千葉 木更津市  県道 146号 小櫃川     

R0308 きみさらず大橋   千葉 木更津市 東京湾アクアライン 小櫃川 1997    

R0309 椿橋    千葉 木更津市    小櫃川     

R0310      千葉 木更津市・袖ヶ浦市 館山自動車道 小櫃川 1995    

R0311      千葉 袖ヶ浦市    ＪＲ久留里線 小櫃川 1912    

R0312 中川橋    千葉 袖ヶ浦市  国道 409号 小櫃川 1937 105  ＲＣゲルバー桁 ｎ＝7 

R0313 小坪橋    千葉 袖ヶ浦市    小櫃川     

R0314 富川橋    千葉 袖ヶ浦市  県道 33号 小櫃川 1011 54 3.6 木橋  

R0315 どうやつ橋    千葉 袖ヶ浦市    小櫃川     

R0316 富岡大橋    千葉 袖ヶ浦市    小櫃川     

R0317 宮川橋    千葉 袖ヶ浦市    小櫃川     

R0318 今間新橋    千葉 木更津市  圏央道 小櫃川 2007    

R0319 下郡橋    千葉 木更津市  県道 166号 小櫃川     

R0320 西和賀橋    千葉 君津市    小櫃川     

R0321 小櫃橋    千葉 君津市  県道 23号 小櫃川     

R0322 岩田橋    千葉 君津市  県道  小櫃川     

R0323 狐捨橋    千葉 君津市  県道 145号 小櫃川     

R0324 雨城橋    千葉 君津市  県道 93号 小櫃川 1914 49 3.6 板橋 

R0325 越川橋    千葉 君津市    小櫃川     

R0326      千葉 君津市    ＪＲ久留里線 小櫃川 1936    

R0327 富士見橋    千葉 君津市  国道 410号 小櫃川     

R0328 松丘橋    千葉 君津市  県道 24号 小櫃川     

R0329 奥山ダム  おくやま 千葉      小櫃川 1980   重力ダム Ｈ＝34.5 千葉県 

R0350 六軒橋    千葉 印西市  国道 356号 六軒川    鈑桁 

R0351      千葉 印西市  JR成田線 六軒川     

R0352 六軒大橋    千葉 印西市  国道 356号 六軒川    桁橋 

R0353 六幸橋    千葉 印西市    弁天川    鈑桁 

R0354 弁天橋    千葉 印西市  国道 356号 弁天川     

R0355      千葉 印西市  JR成田線 弁天川     

R0356 弁天大橋    千葉 印西市  国道 356号 弁天川      

R0357 関枠橋  かんさく 千葉 印西市・我孫子市   手賀川    鈑桁  

R0358 浅間橋  せんげん 千葉 柏市     手賀川      

R0359 水道橋    千葉 柏市     手賀川      

R0360 手賀曙橋    てがあけぼの 千葉 柏市   手賀沼調整水門 手賀川 1955     

R0361 （手賀沼）    千葉      手賀川      

R0362 発作橋  はっさく 千葉 印西市    六軒川      

R0363 手賀曙橋    千葉 印西市・柏市   六軒川      

R0364 （下手賀沼）   千葉      六軒川      

R0380 江東橋    千葉 岬町   国道 128号 夷隅川 1957 129 6 ＲＣゲルバー桁  

R0381 岬橋    千葉 岬町     夷隅川      

R0382 夷隅川橋梁   千葉 岬町   ＪＲ外房線 夷隅川 1899  単線   

R0383 福原橋    千葉 岬町   県道 152号 夷隅川 1941 70 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝10+15+20+15+10 

R0384 轟橋    千葉 岬町     夷隅川 1972 59 2.6 木桁橋  

R0385 音羽橋    千葉 岬町   県道 154号 夷隅川 1970 60 6 鋼橋  

R0386 対谷橋    千葉 夷隅町（国吉町）   夷隅川 1899 58 3.6 木橋  

R0387 お成橋    千葉 夷隅町    夷隅川      

R0388 万木橋    千葉 夷隅町    夷隅川      

R0389 苅谷橋    千葉 夷隅町  国道 465号 夷隅川      

R0390 夷隅川橋梁   千葉 夷隅町 いすみ鉄道（大原線） 夷隅川 1930     

R0391 幸野橋    千葉 夷隅町    夷隅川      

R0392 新苅谷橋    千葉 夷隅町  県道  夷隅川      

R0393 中川橋    千葉 夷隅町  県道  夷隅川      

R0394 滝野川橋    千葉 夷隅町  県道  夷隅川      

R0395 増田橋    千葉    国道 465号 夷隅川 1954 90 5.5 連続鈑桁 ｌ＝27.5+35+27.5  

R0397 大多喜橋    千葉 大多喜町  国道 297号 夷隅川 1983 166.6    

R0400 外廻橋    千葉 大多喜町    夷隅川 1906 54 3.6 木橋  

R0401 ?     千葉    県道 172号 夷隅川 1926   鉄骨コンクリート橋  

R0402 行徳橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0403 三口橋  さんぐち 千葉 大多喜町    夷隅川 1899 72 4.5 木橋  

R0404 ?     千葉    国道 297号 夷隅川 1933 75  ＲＣゲルバー桁橋  

R0407 深瀬橋    千葉 大多喜町  県道  夷隅川      

R0408 桑曽根橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0410 蟹取橋    千葉 大多喜町  国道 465号 夷隅川 1962     
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R0411 大橋    千葉 大多喜町（総元村）  夷隅川 1903 43 4.5 木橋  

R0412 塩渕橋    千葉 大多喜町    夷隅川 1962     

R0413 下川橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0414 石神橋    千葉 大多喜町  国道 297号 夷隅川 1983 72    

R0415 荒木根橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0416 久我原橋  くかはら 千葉 大多喜町  国道 297号 夷隅川 1983 127    

R0417 三又大橋    千葉 大多喜町  県道  夷隅川 1951 44 5.5 ＲＣπ型ラーメン橋 ｌ＝13.5+17+13.5 

R0419 鷲巣橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0420 たけんこ橋   千葉 勝浦市・大多喜町   夷隅川      

R0421 深見橋    千葉 勝浦市    夷隅川 1958 40 6 ポニートラス ｌ＝39.2  

R0422 九十九橋  つくも  千葉 勝浦市    夷隅川 1930 27.4 8.5 ＲＣ桁  

R0423 折節橋  おりぶし 千葉 勝浦市    夷隅川 1933 28 6 ＲＣπ型ラーメン橋  

R0424 大楠橋    千葉 勝浦市    夷隅川      

R0425 小羽戸橋    千葉 勝浦市  県道  夷隅川      

R0426 貝掛橋    千葉 勝浦市    夷隅川    鈑桁  

R0427 落合橋    千葉 勝浦市  県道 82号 夷隅川      

R0428 新川橋    千葉 勝浦市  県道 82号 夷隅川      

R0429 中島橋    千葉 勝浦市    夷隅川      

R0430 やました橋   千葉 勝浦市    夷隅川      

R0431 実川橋    千葉 勝浦市    夷隅川      

R0432 風道橋    千葉 勝浦市    夷隅川      

R0433 下川橋    千葉 勝浦市    夷隅川      

R0434 ？     千葉 勝浦市  県道  夷隅川      

R0436 笛倉橋  ふえぐら 千葉 大多喜町    夷隅川      

R0437 伏木橋    千葉 大多喜町    夷隅川 1899 54 3.6 木橋  

R0438 百鉾橋  もふく  千葉 大多喜町    夷隅川      

R0439 湯倉橋    千葉 大多喜町（西畑村）  夷隅川 1905 54 3.6 木橋  

R0440 ？     千葉 大多喜町  国道 465号 夷隅川 1959 55.6 6 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝42 

R0441 松尾橋    千葉 大多喜町    夷隅川      

R0442 庄司橋    千葉 大多喜町    夷隅川 1907 49 3.6 木橋  

R0450 屋形橋    千葉 横芝光町  県道 30号 栗山川    鈑桁  

R0451 木戸橋    千葉 横芝光町  県道 122号 栗山川      

R0452 栗山川ふれあい橋  千葉 横芝光町  横芝堰 栗山川      

R0453 栗山川橋    千葉 横芝光町  県道 108号 栗山川      

R0454 栗山川橋梁   千葉 横芝光町  総武本線 栗山川  96  PC連続桁 n＝3  

R0455 新栗山川橋   千葉 横芝光町  国道 126号 栗山川    鈑桁  

R0456 両国橋    千葉 横芝光町   銚子連絡道路 栗山川      

R0457 新井橋    千葉 多古町・横芝光町 県道 45号 栗山川      

R0458 多古大橋    千葉 多古町  国道 296号 栗山川      

R0459 あいさい橋   千葉 多古町    栗山川      

R0460 飯土井橋    千葉 多古町  県道 74号 栗山川      

R0461 なかく橋    千葉 多古町    栗山川      

R0462 栗山川大橋   千葉 多古町    栗山川      

R0463 田倉橋    千葉 多古町・香取市 県道 120号 栗山川      

R0464 コジヤ橋    千葉 香取市    栗山川     . 

R0465 栗源橋    千葉 香取市  県道  栗山川      

R0466 根崎橋    千葉 香取市  県道 44号 栗山川     

R0467 道祖神橋    千葉 香取市    栗山川     

R0468 伊地山橋    千葉 香取市   東総有料道路 栗山川     

R0469 栗山川橋    千葉 香取市  東関東自動車道 栗山川 

R0470 ？     千葉 成田市   東総有料道路 栗山川 

R0501 君津大橋    千葉 君津市  県道 90 小糸川 

R0502 人見橋    千葉 君津市  国道 16号 小糸川 

R0503 中橋    千葉 君津市・富津市   小糸川 9 

R0504 小糸川橋梁 こいとかわ 千葉 君津市・富津市 ＪＲ内房線 小糸川 1915 ≒94 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ12.2 

R0505 周西橋    千葉 君津市    小糸川      

R0506 人見大橋    千葉 君津市    小糸川 1951 65 5.5 ＲＣ連続（ゲルバー？）桁   

R0507 後生橋    千葉 君津市    小糸川      

R0508 駅前大橋    千葉 君津市    小糸川      

R0509 釜神橋    千葉 君津市  県道 158号 小糸川 1922 27 4.2 土橋   

R0510 富久橋    千葉 君津市    小糸川      

R0511 君津新橋  きみつしん 千葉 君津市    小糸川 1974 68.1 11+2@1.5  

           RC下路アーチ l＝66 アーチ材は RC 下弦材は PC 吊材は鋼棒  

R0512 松川橋    千葉 君津市  国道 127号 小糸川 1965 49 8 合成鈑桁  

R0513 六三橋    千葉 君津市  県道 164号 小糸川 1905 41 4.5 木橋  

R0514      千葉 君津市   館山自動車道 小糸川 2007    

R0515 共和橋    千葉 君津市    小糸川     

R0516 中村橋    千葉 君津市    小糸川 1923 40 4.5 土橋 



 ７ 

R0517 糠田橋    千葉 君津市    小糸川     

R0518 八千代橋    千葉 君津市    小糸川     

R0519 諏訪橋    千葉 君津市  県道 163号 小糸川     

R0520 鎌沢橋    千葉 君津市    小糸川     

R0521 清水橋    千葉 君津市    小糸川     

R0522 粟倉橋  あわぐら 千葉 君津市    小糸川 1926 44.8   

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝22.4 ｎ＝2 

R0523 ？     千葉    国道 465号 小糸川     

R0524 三秋橋    千葉      小糸川     

R0525 正木大橋    千葉    国道 410号 小糸川     

R0526 三島ダム    千葉 土地改良区    小糸川 1955   H=25.3 灌漑用 

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


