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FR13:川を渡る橋・東京都 
 

 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 多摩川橋 たまがわ 神奈・東京 川崎市・大田区 首都高速横羽線 多摩川 1968 526 2x7.3  

           鋼連続箱桁 ｌ=78.5+132+78.5 ＰＣ連続Ｔ型ラーメン橋 ｌ=2@44.5+2@54.5 

R0002 大師橋 だいし 神奈・東京 川崎市・大田区   多摩川 1997 550 10.75+4  

              （下り）鋼斜張橋 ｌ=113+203 鋼連続箱桁 ｌ=2@62+46+64  

R0003             多摩川 2006 541 10.75+4  

             （上り）鋼斜張橋 ｌ=99.8+199.75 鋼連続箱桁 ｌ=125.9+112.4  

R0004 六郷橋 ろくごう 神奈・東京 川崎市・大田区 国道１５号（第一京浜国道） 多摩川 1984 443.7 6車+2@2.5  

                  鋼連続箱桁 ｌ=4@60+3@67  

R0005 六郷川橋梁 ろくごうがわ 神奈・東京 川崎市・大田区 京浜急行 多摩川 1972 551 複線 トラス ｌ=8ｘ67.6  

R0006 六郷川橋梁 ろくごうがわ 神奈・東京 川崎市・大田区 ＪＲ東海道本線 多摩川 1971 517.8 複線  

               トラス（複線型） ｌ=3ｘ53.7 ＰＣ箱桁 ｌ=8ｘ42.9 

R0007 多摩川専用橋   神奈・東京 川崎市・大田区 東京電力・ＮＴＴ 多摩川 1986 404 洞道 2x(2.2x2.9)  

              鋼下路 ランガー桁橋 ｌ=144.3+139.9+116.1 ＲＣ桁 

R0008 多摩川大橋 たまがわおお 神奈・東京 川崎市・大田区 国道 1号 多摩川 1949 435.6 12+2@5 

             ゲルバー鈑桁 ｌ=39+47+52+47+39+36.5+34+32+30+28+26+24.5  

R0009 ガス橋          多摩川 1960 387.7 7.5+2@2 ガス管 2ｘ径 67ｃm  

           鋼箱桁 ｌ=3ｘ58.3 鋼床版 ゲルバー鈑桁 ｌ=8@21+2@10.5 鈑桁 ｌ=1ｘ21  

R0010 多摩川橋梁 たまがわ 神奈・東京 川崎市・大田区 横須賀線 多摩川 1929 ≒393 複線   

           トラス（複線型） ｌ=4ｘ47.1 鈑桁（単線並列） ｌ=（1ｘ9.7+5ｘ19.1）+（5ｘ19.1） 

R0011 多摩川橋梁 たまがわ 神奈・東京 川崎市・大田区 ＪＲ東海道新幹線 多摩川 1964 ≒409 複線  

               鋼連続箱桁 ｌ=4@48 鋼箱桁 ｌ=4ｘ39.5+35+19+15 

R0012 丸子橋  まるこ  神奈・東京 川崎市・世田谷区 東京丸子横浜線 多摩川 2000 405.6 25.6  

              鋼ローゼ橋 ｌ=2ｘ101 ＰＣ連続箱桁 ｌ=65.8+66.5+65.8 

R0013 多摩川橋梁   神奈・東京 川崎市・世田谷区 東急東横線 多摩川 1997 387.2 複線  

             架け替え（上り） 鋼箱桁 ｌ=（67.5+63.8+63.3）+（63.5+64+62.8）  

R0014 多摩川橋    神奈・東京 川崎市・世田谷区 国道 466号 多摩川 1964 382.9 14  

              連続鈑桁 ｌ=（35+40）+（47.6+56+47.6）+（3@40+35.4） 

R0015 多摩川橋  たまがわ 神奈・東京 川崎市・世田谷区 東名高速 多摩川 196８ 495 2x14.5 鋼連続合成鈑桁 ｌ=3ｘ3@54.7  

R0016 二子玉川橋梁   神奈・東京 川崎市・世田谷区 東急田園都市線 多摩川 1976 440 4ｘ単線 鋼箱桁 ｌ=54+54  

R0017 二子橋  ふたご 神奈・東京 川崎市・世田谷区  多摩川 1954   ｌ=36.5区間を拡幅 ｂ=23.5 鈑桁 ｎ=2 

R0018 新二子橋  しんふたご 神奈・東京 川崎市・世田谷区 国道２４６号 多摩川 1981 577.9 32.5 鋼連続箱桁 ｌ=3ｘ（3@65.7）  

R0019 多摩川橋梁   神奈・東京 川崎市・狛江市 小田急本線 多摩川 2003 429.6 複線 複々線化（上り） 鋼連続箱桁  

R0020 多摩水道橋 たますいどう 神奈・東京 川崎市・狛江市 主地道世田谷町田線 多摩川 1995 358.8 7.5+2.75  

                 連続ランガー桁 ｌ=96.2+161.5+99.95 

R0021 多摩川橋梁   神奈・東京 川崎市・調布市 京王電鉄相模原線 多摩川 1971 345 複線  

                連続トラス ｌ=64+72+64 鈑桁 ｎ=（1+3）  

R0022 多摩川原橋 たまかわら 東京 川崎市・世田谷区 都道 19号 多摩川 1998 401.5 2x(7.5+4) 鋼箱桁 

R0023 多摩川原水管橋   東京 川崎市・世田谷区   多摩川 1968 453 水管径 1.2m b=1.3  

                 ランガー桁 ｌ=54.7+2ｘ62+94+62+60.3 

R0024 稲城大橋  いなぎおお 東京 稲城市・府中市 都道 9号 多摩川 1995 351.7 2x(7.25+4.35)  

                 鋼連続箱桁 ｌ=100.15+150+100.15 

R0025 是政橋  これまさ 東京 稲城市・府中市 都道 9号 多摩川 1998 401,2x12.5 鋼斜張橋 ｌ=186.6 

R0026 多摩川橋梁 たまがわ 東京 稲城市・府中市 ＪＲ南武線 多摩川 1966 502 複線 鈑桁 ｌ=8ｘ22.3+16ｘ19.2  

R0027 多摩川橋梁 たまがわ 東京 稲城市・府中市 ＪＲ武蔵野線 多摩川 1970 403.9 複線  

               ＰＣ連続箱桁 ｌ=（66+69.3+68.6）+（59.3+80+59.3）  

R0028 関戸橋  せきど 東京 多摩市・府中市 鎌倉街道 多摩川 1937 375.7 8 ＲＣゲルバー桁 ｌ=22+11@30+20 

R0029      東京    都道 18号 多摩川 1971 375.8 上り 8+2@2.25  

         鋼合成箱桁 +鋼連続箱桁+合成ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ ｌ=（25.1）+2ｘ（2@59.6）+（59.25）+（22.25）  

R0030      東京  主地道府中新開線 多摩川    下路ローゼ 

R0031 多摩川橋梁   東京 多摩市・府中市 京王線  多摩川 1973  複線 単線型鈑桁並列 ｎ=21  

R0032 府中四谷橋 ふちゅうよつや 東京 日野市・国立市 都道 20号 多摩川 2001 446 2x13.5 鋼斜張橋 

R0033 石田大橋  いしだおお 東京 日野市・国立市 国道 20号 多摩川 2003 385 8+3.5 鋼連続箱桁 ｌ=84.2+110+110+79.2  

R0034 多摩川橋    東京 日野市・国立市 中央高速 多摩川 1967 428.3、2x10.95 連続合成鈑桁 ｌ=3ｘ（3@43） 

R0035 日野橋  ひの  東京 日野市・立川市 国道 20号 多摩川 1926 366.8 10.5 ゲルバー鈑桁 ｎ=20 

R0036 立日橋  たっぴ 東京 日野市・立川市 都道 149号 多摩川 1989 417 7.25+2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ=（3@59.2）+（4@59.2）  

R0037      東京  多摩都市モノレール 多摩川 2000  複線 中央上部にモノレール 鋼箱桁 

R0038 多摩川橋梁 たまがわ 東京 日野市・立川市 ＪＲ中央本線 多摩川 1937 423.7  （下り）鈑桁 ｌ=19ｘ22  

R0039 福栗橋    東京 八王子市・昭島市   多摩川 1925   木造潜水橋 

R0040 多摩大橋  たまおお 東京    都道 59号 多摩川 1966 452.9 9 鋼合成台形箱桁 ｎ=8  



 ２ 

R0041 多摩川橋梁 たまがわ 東京 八王子市・昭島市 ＪＲ八高線 多摩川 1931 571.6 単線 鈑桁 ｎ=32 

R0042 （日野用水堰）   東京      多摩川 1959    

R0043 拝島橋  はいじま 東京 昭島市  国道 16号 多摩川 1987 572 2ｘ（8+3.5）  

               （上り）鋼連続箱桁 ｌ=（53.2+2@53.8）+2ｘ（3@60.5） 

R0044 拝島水道橋 はいじますいどう 東京 昭島市   多摩川 1970 670 水管 鋼下路ランガー桁橋 ｎ=10 

R0045 （昭和用水堰）   東京      多摩川 1933    

R0046 睦橋  むつみ 東京 あきる野市・福生市  多摩川 1982 414.5 12+2@3 

               連続鈑桁 ｌ=（4@50.1）+（3@50.1） 鈑桁 ｌ=3ｘ20.6 

R0047 多摩川橋梁 たまがわ 東京 あきる野市・福生市 ＪＲ五日市線 多摩川 1979 459.8 単線  

            Ｌ≒204 を架け替え トラス ｌ=2ｘ67 合成鈑桁 ｌ=39 鈑桁 ｌ=27.1  

R0048 多摩橋  たま  東京 あきる野市・福生市 都道 7号 多摩川 1970 251 7.5+2@2 ＰＣ連続箱桁 ｌ=50+2@50.3+50  

R0049 永田橋  ながた 東京 あきる野市・福生市 都道 多摩川 1961 241.5 6 ＰＣ連続桁橋 ｌ=2ｘ（4@30） 

R0050 羽村大橋  はむらおお 東京 あきる野市・羽村市 都道 多摩川 1975 547.9, 6.5+2.15  

               ＰＣ連続箱桁 ｌ=54.35+2@66+54.35 ＰＣ桁橋 ｎ=10  

R0051 羽村堰下橋 はむらせきした 東京 あきる野市 羽村市  多摩川 1979 269 2.1（歩道） 鈑桁 ｎ=5 

R0052 小作堰管理橋 おざくせき 東京 羽村市    多摩川 1980 137.5  鈑桁 

R0053 多摩川橋  たまがわ 東京 青梅市・羽村市 都道草花小作（停）線 多摩川 1987 114 7.5+2@3.25 ＰＣ連続箱桁  ｌ

=2@56.4 

R0054 （友田）水管橋 ともだ  東京 青梅市・羽村市   多摩川 1980 126.8   

         （下段上水管 Φ0.6m+下水管Φ1m） +（上段歩道 b=3 ） ランガートラス ｌ=124 トラス 

R0055 多摩川橋  たまがわ 東京 青梅市・羽村市 首都圏中央連絡自動車道 多摩川 2002 352.2 2@9.75  

               二層橋 鋼上路連続トラス橋 ｌ=76+108+90+76  

R0056 下奥多摩橋 しもおくたま 東京 青梅市  都道  多摩川 1973 90 12 鋼上路ローゼ橋 ｌ=74.4  

R0057 調布橋  ちょうふ 東京 青梅市 主地道青梅五日市線 多摩川 1994 113 9+2@3.1 鋼上路ソリッドリブアーチ ｌ=92 

R0058 鮎美橋  あゆみ 東京 青梅市    多摩川 1983 121 3 鋼斜張橋 ｌ=80+40  

                 逆Ｙ型塔 フアン型 ＬＣＲケーブル 

R0059 柳淵橋  りゅうえん 東京 青梅市    多摩川 1972 103 7.3（歩道） 

               水管 鋼下路 ニールセンパイプアーチ トラス 

R0060 万年橋  まんねん 東京 青梅市  国道 411号 多摩川 2005 93 4+3 （下り）RC上路オープンアーチ l=82  

R0061 和田橋  わだ  東京 青梅市  都道  多摩川 1965 98.7 7  

               鋼上路 2 ヒンジローゼ桁 ｌ=84 パイプアーチ  

R0062 万年橋（下村橋）   東京 青梅市    多摩川 1819 34.5 2.7 仮橋 

R0063 神代橋  じんだい     都道  多摩川 1969 132.4 6.5+2@2 鋼上路ランガー桁 ｌ=103.2 

R0064 好文橋  こおぶん 東京 青梅市  市道  多摩川 1975 137 3（歩道）  

                鋼上路ローゼ桁 ｌ=94 アーチリブは鋼管  

R0065 奥多摩橋  おくたま 東京 青梅市  都道  多摩川 1991    

               ＲＣ床版を鋼床版に変更し，歩道ｂ=1.5 を添加 

R0066 軍畑大橋   いくさばたおお 東京 青梅市   都道 45号 多摩川 1991 129.5 7+2@2.5 中路ローゼ ｌ=97.5 鈑桁 ｌ=24.2 

R0067 楓橋  かえで 東京 青梅市    多摩川 1935   吊橋 木造トラス補剛 ＲＣ塔 

R0068 鵜の瀬橋    東京 青梅市    多摩川 1979  歩道 桁橋 

R0069 御岳小橋  みたけこ 東京 青梅市    多摩川 1976 79.1 2.25 吊橋 補剛トラス 鋼塔+鈑桁 

R0070 御岳橋  みたけ 東京 青梅市    多摩川 1743 33  刎橋 

R0071 御岳万年橋         多摩川 1860 38 1.2 刎橋 

R0072 高橋          多摩川 1919 64 1.8 吊橋 木造補剛トラス 

R0073 御岳橋          多摩川 1974 80 10.5 ＲＣオープンアーチ ｌ=60 

R0074 杣の小橋    東京 青梅市    多摩川 1985 43.6 1 吊橋 

R0075 神路橋    東京 青梅市    多摩川 1980   吊橋 単径間 鈑桁補剛 鋼塔 

R0076 つり橋    東京 青梅市    多摩川    歩道  吊橋 

R0077 古里付小橋   東京 奥多摩町・青梅市   多摩川     

R0078 梅沢橋  うめざわ 東京 奥多摩町・青梅市 都道  多摩川 1984 265 7+2@2.5 斜張橋 ｌ=160+105 鉄骨ＲＣ塔 

R0079 万世橋  まんせい 東京 奥多摩町  都道  多摩川 1957 112.9 6 鋼上路ランガートラス橋 

R0080 寸庭橋  すにわ 東京 奥多摩町    多摩川 1822 34.5 9 刎橋 

R0081 鎮橋          多摩川 1842    

R0082 寸庭橋  すにわ       多摩川 1971   鋼上路ソリッドリブアーチ 

R0083 鳩の巣大橋 はとのすおお 東京 奥多摩町     多摩川 1987 140 5+2  

               鋼上路ローゼ橋 ｌ=64.2 連続鈑桁 ｌ=2@24.5 

R0084 奥多摩大橋   東京 奥多摩町    多摩川  265 7+2@0.25 鋼斜張橋 ｌ=105+100 

R0085 雲仙橋    東京 奥多摩町    多摩川 1957  歩道 吊橋 補剛トラス ＲＣ塔 

R0086 鳩の巣小橋 はとのすこ 東京 奥多摩町    多摩川 1957 35 1.6 トラス橋 

R0087 （白丸ダム）         多摩川     

R0088 数馬峡橋（草木橋）  東京 奥多摩町    多摩川 1965  歩道 吊橋 鈑桁補剛 

R0089 海沢橋  うなざわ 東京 奥多摩町  町道  多摩川 1967 55 5 RCオープンアーチ 

R0090 長畑橋    東京 奥多摩町    多摩川 1889 25.7 1.8 刎橋 

R0091 昭和橋  しょうわ        多摩川 1993  6+2@1.5 改造 鋼上路アーチ 

R0092 登計橋  とけ  東京 奥多摩町    多摩川 1970 74 1 吊橋 無補剛 木床 

R0093 南氷川橋  みなみひかわ 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1969 99.8 7+2@1 鋼方杖桁橋（ｌ=25+49+25）  

R0094 弁天橋  べんてん 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1969 71 7.5+2@1  

               ＰＣ斜材付きπ型ラーメン箱桁 ｌ=11.5+47+11.5 



 ３ 

R0095 笹平橋  ささひら 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1973 71 9.5 ＲＣオープンローゼ ｌ=1ｘ51 

R0096 琴浦橋  ことうら 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1973 99.7 10.5 鋼上路ローゼ橋 ｌ=1ｘ75  

R0097 桧村橋  ひむら 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1980 98 6.5+2@1.5 鋼上路ローゼ橋 ｌ=1ｘ72  

R0098 境橋  さかい 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1975 90.6 10.5 鋼方杖ラーメン橋 ｌ=22.7+41+25.7 

R0099 しだくら橋    東京 奥多摩町    多摩川    無補剛吊橋 

R0100 道所橋    東京 奥多摩町    多摩川   歩道 吊橋 

R0101 みずね橋    東京 奥多摩町    多摩川     

R0102  （小河内ダム）   東京      多摩川     

R0103 峰谷橋  みねたに 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1971   鋼床版に替える 

R0104 麦山橋  むぎやま 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1957 67.1 6+2@1.2  

              鋼中路 2 ヒンジブレースドリブ三日月型アーチ ｌ=60  

R0105 深山橋  みやま 東京 奥多摩町  国道 139号 多摩川 1957 200.2 6+2@1.2 

                 鋼ゲルバーランガー桁 ｌ=45+90+45  

R0106 高蘭橋  こうらん 東京 奥多摩町  都道  多摩川 1969 94 7.5 鋼上路ローゼ 

R0107 三頭橋  みとう  東京 奥多摩町 奥多摩有料道路 多摩川 1970 132.3 6.5+2@1.5  

                 鋼下路 ニールセンローゼ橋 ｌ=130  

R0108 坪沢橋  つぼさわ 東京 奥多摩町  国道 411号 多摩川 1957 59.2 7  

              ＲＣ上路 3 ヒンジオープンアーチ ｌ=46 マイヤール形式  

R0109 鴨沢橋  かもさわ 山梨・東京 丹波山村・奥多摩町 多摩川 1957 57.9 6+2@1.2  

                鋼中路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=56  

R0120 荒川放水路橋梁   東京 江東区・江戸川区 ＪＲ京葉線 荒川  1988 840 複線  

         中路ランガー桁（ｌ=150）+上路ゲルバートラス ｌ=101.8+120+125+150+125+120+101.8 

R0121 荒川河口橋   東京 江東区・江戸川区 国道 357号 荒川   840 7+2.5  

             鋼連続箱桁 ｌ=（99.7+119.2）+（125+150+125）+（119.2+99.7） 

R0122 荒川河口橋   東京 江東区・江戸川区 首都高速高速湾岸線 荒川 1978 840 28 

             上路ゲルバートラス橋 ｌ=100+120+125+150+125+120+100  

R0123 荒川河口橋   東京 江東区・江戸川区 国道 357号 荒川  840 7+2.5  

             鋼連続箱桁 ｌ=（99.7+119.2）+（125+150+125）+（119.2+99.7） 

R0124 荒川中川橋梁   東京 江東区・江戸川区 営団地下鉄東西線 荒川 1969 1235 複線  

         ゲルバートラス ｌ=79.4+150+79.4 トラス ｌ=（51.8+60+79.8+67.3）+（4ｘ67.3+2ｘ80+94+53） 

R0125 清砂大橋    東京 江東区・江戸川区 永代  荒川  2002 547.3  鋼斜張橋 l=169+230+146.9 

R0126 葛西橋 かさい  東京 江東区・江戸川区 放 29号 荒川  1963 938.3 11+2@2  

             鋼ゲルバー吊補剛桁 ｌ=69+142+69 合成鈑桁 ｌ=11ｘ39.8 

R0127 荒川橋梁    東京 江戸川区 都営地下鉄新宿線 荒川  1983 530.15 複線  

               トラス ｌ=1ｘ87.65+5ｘ76.5 下路鈑桁 ｌ=1ｘ49.5  

R0128 船堀橋    東京 江戸川区  補助 122号 荒川  1923 520 5.5  木桁橋  

R0129 新船堀橋    東京      荒川  1990 811.4 最大ｂ=27.4+2@1.5  

       鋼ゲルバー箱桁 ｌ=（62+62.35+82.425+110+82.425+62.375+62.45） 中川分は ｌ=（56.4+57+56.35）  

R0130 荒川大橋(高速小松川橋) 東京 江戸川区 首都高速７号線 荒川  1971 653 2@7.3  

           鋼斜張橋 ｌ=60+160+60 鋼合成箱桁 ｌ=（2ｘ55）+（2ｘ55）+（56.7+45.3+47.5）  

R0131 新小松川橋 しんこまつがわ 東京 江戸川区  国道１４号 荒川  1973 529.1 2x（13+2.25）  

                鋼ゲルバー箱桁 ｌ=32.4+46+7@55.7+54.4 

R0132 小松川橋 こまつがわ  東京 江戸川区 (放１５)  荒川  1941 656.9 11.5+2@3.25 

             鋼下路 ブレースドリブタイドアーチ ｌ=5ｘ54 鈑桁 ｌ=16ｘ18m 

R0133 荒川放水路橋梁   東京 江戸川区・葛飾区 ＪＲ総武本線 荒川 1921 492.6 複線  

       トラス ｌ=3ｘ62.8 鈑桁 ｌ=4ｘ19.2+2ｘ9.8 （中川分 Ｌ=137.6 トラス ｌ=1ｘ62.6 鈑桁 ｌ=3ｘ19.2+1ｘ12.9） 

R0134 荒川中川橋梁   東京      荒川  1971 612 計 3複線 トラス ｌ=8ｘ59.7+2ｘ67.2 

R0135 上平井橋    東京 江戸川区・葛飾区 都道 315号 荒川  1923 119 4.5 木桁 ＲＣ橋脚 

R0136 平井大橋    東京      荒川  1967 483.9 16+2@2  

           鋼ゲルバー箱桁 ｌ=55.7+60+55.7 合成鈑桁 ｌ=2ｘ（35+37.3+39.4+41.4）  

R0137 木根川橋  きねがわ 東京 墨田区・葛飾区 都道 449号 荒川  1969 536.9 6.5+2@2  

          ゲルバートラス橋 ｌ=68+85.3+68 トラス ｌ=2ｘ（2ｘ60.2） 鋼箱桁 ｌ=2ｘ31.95  

R0138 荒川放水路橋梁   東京 墨田区・葛飾区 京成押上線 荒川 1999 461.1 複線 トラス ｌ=57.05+59.6+67+83.9+67+59.6+57.05  

R0139 新四つ木橋 よつぎ 東京 墨田区・葛飾区 国道 6号 荒川  1973 825.2 13*3.25 ゲルバー鈑桁 鋼箱桁 鈑桁 

R0140 四つ木橋  よつぎ 東京 墨田区・葛飾区 国道 6号 荒川  1952 452.75 11+2@3  

          鋼下路 ランガー桁橋 ｌ=1ｘ80.8 鈑桁 ｌ=2ｘ19.93+8ｘ23.4+2ｘ23.7+16.45+2ｘ34.65 

R0141 新荒川橋（荒川大橋・高速荒川橋） 東京 足立区 首都高速 6号線 荒川 1982 681.5   

              二層橋 鋼ゲルバー箱桁 ｌ=70+73+110+3@101+70.5+55  

R0142 堀切橋 ほりきり  東京 墨田区・葛飾区 補助 109号 荒川   196 455.5 13+2@2 

               ゲルバー鈑桁 ｌ=41.9+43+46+3@64+46+43+41.9 

R0143 荒川橋梁    東京 墨田区・葛飾区 京成本線 荒川  1931 447 複線 

               トラス ｌ=3ｘ63.8 単線型鈑桁並列 ｌ=（6+6）ｘ19.6 

R0144 荒川放水路橋梁    東京 足立区   東武伊勢崎線 荒川  1974  442 2ｘ複線  

               上り，下り各複線型トラス ｌ=2ｘ60+4ｘ63.2+1ｘ60.8  

R0145 北千住水管橋   東京   荒川     

R0146 荒川橋梁    東京 足立区 つくばエキスプレス（常磐新線） 荒川 2005 ≒450 複線  

                下路連続トラス橋 ｌ=127.6+192.85+127.6  

R0147 荒川橋梁    東京    ＪＲ常磐線 荒川  1988 446.5 複線 トラス ｌ=7ｘ63.1  



 ４ 

R0148 荒川橋梁    東京   営団地下鉄千代田線 荒川 1981 487  複線型トラス 2橋並列 ｌ=7ｘ62.8 

R0149 千住新橋    東京 足立区   国道４号 荒川  1983 480 2ｘ（13+2.75） 

               鋼連続箱桁 ｌ=89.5+100+89.5 鋼箱桁 ｌ=2ｘ72  

R0150 西新井橋  にしあらい 東京 足立区   都道補助 100 荒川  1961 444.6 11+2@2  

          ゲルバー鈑桁 ｌ=52.5+76.2+52.5 鋼床版 合成鈑桁 ｌ=2ｘ（22.4+25.6+27.2+28.6） 

R0151 扇大橋    東京 足立区 尾久橋通り 荒川 1985 445.4 20.5+2@2 鋼ゲルバー箱桁 ｌ=70.5+90+70.5 桁 ｌ=70.5  

R0152 江北橋  こうほく 東京 足立区 都道王子金町小岩 荒川  1972 449 11+2@2  

           鋼ゲルバーランガー桁橋 ｌ=43.3+90+43.3 合成鈑桁 ｌ=（4ｘ37.5）+（3ｘ38.5） 

R0153 五色桜大橋   東京 足立区 首都高速中央環状王子線 荒川  2002 146.2   

              二層橋 Ｌ=16.756 鋼下路 ニールセンローゼ橋 ｌ=142.2 

R0154 鹿浜橋    東京 足立区  主・地道 環７ 荒川  1968 451.3 16+2@2  

             ゲルバー鈑桁 ｌ=51.4+70+51.4 合成鈑桁 ｌ=（4+3）ｘ39.75 

R0155 岩淵橋    東京・埼玉 北区・川口市  荒川  1928 623.1 7.3 

              トラス ｌ=3ｘ62.8 鈑桁 ｌ=16ｘ22.9 鋼上路アーチ ｌ=42.6 

R0156 新荒川大橋 しんあらかわ    国道 122号 荒川  1971 673.9 7.25+2  

             鋼ゲルバー箱桁 ｌ=53+76+53 鋼箱桁 ｌ=（2+6）445.8+4ｘ31.6  

R0157 荒川橋梁    東京・埼玉 北区・川口市    ＪＲ東北本線 荒川 1968 ≒675   

            （3 複線化）複線型トラス ｌ=3ｘ62.8+3ｘ59.2 ＰＣ下路 桁橋 ｌ=8ｘ38.6 

R0158 荒川橋梁    東京・埼玉 板橋区・戸田市 ＪＲ埼京線 荒川 1985 521.55 複線  

                 鋼合成箱桁 ｌ=4ｘ68.6+72.8+86.7+75.5 

R0159 荒川橋梁    東京・埼玉 板橋区・戸田市 東北新幹線 荒川 1985 520.71 複線  

                鋼合成箱桁 ｌ=4ｘ68.6+72.8+86.7+74.6 

R0160 戸田橋  とだ  東京・埼玉 板橋区・戸田市 国道 17 号 荒川 1977 519 7+2.75  

               （下り）鋼連続箱桁 ｌ=（4@70）+（74+88.4+74）  

R0161 笹目橋  ささめ  東京・埼玉 板橋区・戸田市 国道１７号 荒川 1964 647 13.5+1.75  

          鋼連続箱桁 ｌ=（66+84+66）+2ｘ（3@54）+（29+48） ＲＣ門型ラーメン Ｌ=20 ｎ=2  

R0162 笹目橋    東京・埼玉 板橋区・戸田市 首都高速板橋戸田線 荒川 1990  18.2 旧・国道上り線橋を補強

改造 

R0200 旧江戸川橋梁   東京・千葉 江戸川区・浦安市 ＪＲ京葉線 旧江戸川 1988 546 複線 トラス ｌ=94.3  

R0201 舞浜大橋   まいはまおお 東京・千葉 江戸川区・浦安市 国道３５７号 旧江戸川 1990 556 11.5+2.5  

                鋼連続箱桁 ｎ=2ｘ3@ 鋼箱桁 ｎ=（1+1）ｘ1  

R0202 江戸川橋    東京・千葉 江戸川区・浦安市 首都高速湾岸線 旧江戸川 1978 459 2ｘ14 鋼連続箱桁 

R0203 第一江戸川橋梁 えどがわ 東京・千葉 江戸川区・浦安市 地下鉄東西線 旧江戸川 1969 432.5 複線  

                鋼下路ランガ－桁橋 ｌ=1ｘ137.6 トラス  

R0204 浦安橋  うらやす 東京・千葉 江戸川区・浦安市 主地道東京浦安線 旧江戸川 1978 359 10.68（9.8？） （下り）鋼箱桁 ｌ

=56.5  

R0205 下江戸川橋   東京・千葉 江戸川区・市川市  旧江戸川    今井の渡し 

R0206 今井橋  いまい   主地道東京市川線 旧江戸川 1979 285 20.5 合成鈑桁 ｌ=92.6  

R0207 江戸川水門管理橋  東京・千葉 江戸川区・市川市  旧江戸川 1943    

R0250 瑞穂大橋    東京 江戸川区    （新中川） 1962 118.9 9  

R0251 新今井橋（今井水門）        （新中川）     

R0252 瑞江大橋    東京 江戸川区    （新中川） 1960 128.9 11 鈑桁 

R0253 明和橋    東京 江戸川区    （新中川） 1992 136.6 16  

              下路 ブレースドリブタイドアーチ トラス，鈑桁 ｎ=（1+1） 

R0254 涼風橋          （新中川）     

R0255 春江橋    東京 江戸川区    （新中川） 1960 119 4.5 鈑桁 

R0256 南椿橋    東京 江戸川区    （新中川）     

R0257 首都高速７２８工区  東京 江戸川区 首都高速７号線 （新中川）  177.6 16.5 ＰＣ合成桁橋 ｌ=28.8+3ｘ40+28.8 

R0258 椿橋    東京 江戸川区    （新中川） 1960 119 4.5  

R0259 一之江橋    東京 江戸川区 京葉道路  （新中川） 1960 125 14.5+2@3  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ=23+26+28+26+23 

R0260 大杉橋    東京 江戸川区    （新中川） 1994 119 18.1 鋼斜張橋 ｎ=2 

R0261 鹿本橋  ししもと 東京 江戸川区    （新中川） 1954 19.2 6 鈑桁 

R0262 鹿骨新橋    ししぼねしん 東京 江戸川区    （新中川）     

R0263 松本橋    東京 江戸川区    （新中川） 1956 120.4 4.5 鉄橋 

R0264 小岩大橋    東京 江戸川区    （新中川） 1955 133 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=5  

R0265 辰巳新橋    東京 江戸川区    （新中川） 1994 120.3 15.8  

            鋼下路ニールセンローゼ橋 バスケットハンドル型アーチ トラス 

R0266 中川放水路橋梁 なかがわほうすいろ 東京 江戸川区 ＪＲ総武本線 （新中川） 1969 123.9 複線  

                ＰＣ下路 連続箱桁 ｌ=37.35+48+37.35  

R0267 上一色中橋   東京 江戸川区    （新中川） 1956 119.4 4.5  

R0268 上一色橋    東京 江戸川区    （新中川） 1967 215 20  

R0269 中川放水路橋梁   東京 江戸川区  新金貨物線 （新中川） 1959  単線 トラス ｌ=1ｘ62.4 +鈑桁 

R0270 奥戸新橋  おくどしん 東京 葛飾区    （新中川） 1961 144.6 14 合成鈑桁 

R0271 八剣橋    東京 葛飾区    （新中川） 1959 111.4 4.5  

R0272 細田橋    東京 葛飾区    （新中川） 1960 119 4.5 ＰＣＴ桁橋 ｌ=5ｘ19.65 プレテンション

ＰＣ桁橋 ｌ=2ｘ8.55  

R0273 三和橋    東京 葛飾区    （新中川） 1961 119 6  



 ５ 

R0274 高砂諏訪橋   東京 葛飾区    （新中川） 1961 135 4.5  

R0300 平成橋  へいせい 東京 江東区    (旧中川) 1994 105 16 鋼下路ﾛｰｾﾞ橋 

R0301 船堀小橋    東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 1927 139.5 4.5 Ｉ型桁橋 ｎ=10 

R0302 中川大橋  なかがわおお      (旧中川) 1950 101 12.8 鈑桁 ｎ=3 

R0303 旧中川橋梁   東京 江東区・江戸川区 都営地下鉄新宿線 (旧中川) 1983    

R0304 新船堀橋    東京 江東区・江戸川区 都道 50号 (旧中川) 1971 524.1 18.7 ゲルバー吊補剛桁橋 合成箱桁 

R0305 さくら大橋    東京 江東区・江戸川区   (旧中川)     

R0306 もみじ大橋    東京 江東区・江戸川区   (旧中川)     

R0307 虹の大橋  にじのおお 東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 2002 74.6  ＲＣ桁 ｎ=3 

R0308 逆井橋  さかさい 東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 1968 60.1 8.2 鈑桁 ｎ=3 

R0309 旧中川橋    東京 江東区・江戸川区 首都高速 7号小松川線 (旧中川)     

R0310 亀小橋  かめこ 東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 1995 "61,1" 15 鈑桁 ｎ=3 

R0311 中川新橋    なかがわしん 東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 1979   架け替え ＰＣ連続桁橋 

R0312 中川橋    国道１４号（京葉道路）   (旧中川) 1960 125   

                ゲルバー鈑桁 ｌ=22.6+25.5+28+25.5+22.6 

R0313 ふれあい橋   東京 江東区・江戸川区   (旧中川) 1994 56 6.8 鋼下路ニールセンローゼ橋 トラス  

R0314 旧中川橋梁   東京 江東区・江戸川区 ＪＲ総武本線(旧中川) 1966 94.7 5線 下路鈑桁 ｌ=2ｘ46.6  

R0315 江東新橋  こうとうしん 東京 江東区・江戸川区 都道  (旧中川) 1955 74 16+2@2.75 鋼下路ロ－ゼ橋 ｆ=11 ｌ=72 

R0316 平井橋  ひらい  東京 墨田区・江戸川区   (旧中川) 1980 55.4 9 鋼下路箱桁 

R0317 中平井橋  なかひらい  東京 墨田区・江戸川区   (旧中川) 2008 68  連続鈑桁 n=3 

R0318 ゆりの木橋   東京 墨田区・江戸川区   (旧中川) 2001 88.6   

R0350 荒川中川橋梁   東京 江東区・江戸川区 地下鉄東西線 （荒川・中川） 1969 1235 複線  

        下路ゲルバートラス橋 ｌ=79.4+150+79.4 トラス ｌ=（51.8+66+78.8+85）+（4ｘ67.3+2ｘ80+94+53）  

R0351 清砂大橋    きよすなおお 東京 江東区・江戸川区 都道 10号 （荒川・中川） 2004 1317.2, 26 鋼斜張橋 l=230 n=3 

R0352 葛西橋  かさい 東京 江東区・江戸川区 放 29号 （荒川・中川） 1928 549.45 4.5  

                Ｉ型桁橋 ＲＣ床版 中川分（小橋）はＬ=147.3  

R0353 新葛西橋    （荒川・中川） 1963 727.4 11+2@2 鋼ゲルバー吊補剛桁橋 ｌ=69+142+69 合成鈑桁 ｌ=11ｘ39.8  

R0354 荒川橋梁    東京 江戸川区 都営地下鉄新宿線 （荒川・中川） 1983 530.15 複線  

               トラス ｌ=1ｘ87.65+5ｘ76.5 下路 鈑桁 ｌ=1ｘ49.5 

R0355 船堀橋    東京 江戸川区  補助１２２号 （荒川・中川） 1923 518 3.6 木桁橋 ＲＣ橋脚 

R0356 新船堀橋          （荒川・中川） 1971 1487.4 15+2@1.5  

       鋼ゲルバー箱桁 ｌ=（62+62.35+82.425+110+82.425+62.375+62.45） 中川分は ｌ=（56.4+57+56.35）  

R0357 荒川大橋(高速小松川橋) 東京 江戸川区  首都高速７号線 （荒川・中川） 1971 653 2@7.3  

           鋼斜張橋 ｌ=60+160+60 鋼合成箱桁 ｌ=（2ｘ55）+（2ｘ55）+（56.7+45.3+47.5）  

R0358 小松川大橋 こまつがわおお 東京 江戸川区  国道１４号 （荒川・中川） 1969 698.6 13+2.25  

               鋼ゲルバー箱桁 ｌ=32.4+46+7@55.7+54.4 鋼箱桁  

R0359 小松川橋  こまつがわ 東京 江戸川区  (放１５) （荒川・中川） 1941 656.9 11.5+2@3.25  

             鋼下路 ブレースドリブタイドアーチ ｌ=5ｘ54 鈑桁 ｌ=16ｘ18m 

R0360 荒川放水路橋梁   東京 江戸川区・葛飾区 ＪＲ総武本線 （荒川・中川） 1921 492.6 複線  

       トラス ｌ=3ｘ62.8 鈑桁 ｌ=14ｘ19.2+2ｘ9.8 （中川分 Ｌ=137.6 トラス ｌ=1ｘ62.6 鈑桁 ｌ=3ｘ19.2+1ｘ12.9） 

R0361 荒川中川橋梁 あらかわなかがわ    （荒川・中川） 1971 629 計 3複線 3ｘ（トラス ｌ=8ｘ59.7+2ｘ67.2）  

R0362 上平井橋    東京 江戸川区・葛飾区 放１４ 都道３１５号 （荒川・中川） 1923 119 4.5 木桁  

R0363 平井大橋  ひらいおお       （荒川・中川） 1967 483.9 16+2@2 Ｌ=14.4mの盛土をはさん 

    で中川部橋梁 Ｌ=132.1 鋼ゲルバー箱桁 ｌ=55.65+60+55.65 合成鈑桁 ｌ=2ｘ（35+37.3+39.4+41.4）合成鈑桁 ｌ=33.8+27.8  

R0400 上平井橋  かみひらい 東京 葛飾区    （中川） 1965 127.7 7 トラス橋 ｎ=2 

R0401 平和橋歩道橋   東京 葛飾区    （中川）     

R0402 平和橋  へいわ 東京 葛飾区    （中川） 1960 134 11+2@2 ＰＣ桁橋 ｌ=4ｘ32.6  

R0403 本奥戸橋  ほんおくど 東京 葛飾区    （中川） 1988 131.3 9+2@3 架け替え 連続トラス ｌ=2@65  

R0404 奥戸橋    東京 葛飾区    （中川） 1972 299.6 11 木橋 

R0405 青砥橋    東京 葛飾区    （中川）     

R0406 高砂橋  たかさご 東京 葛飾区    （中川） 1932 187.3 7.5 鈑桁 ｌ=9ｘ19.8 

R0407 中川橋梁    東京 葛飾区  京成本線 （中川） 1973  複複線 鈑桁 ｌ=46.8 

R0408 中川大橋    東京 葛飾区  国道６号 （中川） 1935 115.6 16.6+2@2.7 ゲルバー鈑桁 ｌ=35.5+44+35.5 

R0409 御幸橋    東京 葛飾区    （中川） 1884 113.4 3.6 木橋 

R0410 中川橋  なかがわ       （中川） 2008 120｡6 8.2+2@3 連続鈑桁 l=36.2+47+36.2 

R0411 中川橋梁    東京 足立区・葛飾区  ＪＲ常磐線 （中川） 1969 158 複線 鈑桁 ｌ=3ｘ40+34.6 

R0412 飯塚橋？  いいづか 東京 足立区・葛飾区  都道 307号 （中川） 1992 303  鋼連続箱桁 

R0420 志茂橋  しも  東京 北区     新河岸川 1979 71.5 6.5 鋼箱桁 

R0421 岩淵橋    東京 北区     新河岸川 1905 120   鋼上路 3 ヒンジトラスドアーチ ｌ=1ｘ42.7 

R0422 新荒川大橋 しんあらかわおお 東京   国道 122号 新河岸川 1966  7.25+2  Ｌ=118.95 合成鈑桁 ｌ=4ｘ29.7  

R0423 荒川橋梁    東京 北区  つくばエクスプレス 新河岸川 2005    

R0424 新河岸川橋  しんがしがわ 東京 北区   東北本線 新河岸川 1965  複線  トラス ｌ=59.1 

R0425 中の橋（工兵橋）   東京 北区     新河岸川 1933 58 歩道 下路ランガー桁橋 

R0426 浮間橋  うきま  東京 北区     新河岸川 1940 62.5 8 鈑桁 ｎ=3 

R0427 荒川橋梁    東京 北区   JR埼京線 新河岸川 1985  複線 鋼箱桁 

R0428 荒川橋梁    東京    東北新幹線 新河岸川 1985  複線 鋼箱桁 

R0429 新河岸大橋 しんがしおお 東京 板橋区・北区   新河岸川 2010   鋼下路ローゼ橋 

R0430 新河岸橋  しんがし 東京 板橋区・北区   新河岸川 1958 91 11.5 鈑桁  
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R0431 長後さくら橋   東京 板橋区・北区 下水処理場専用橋 新河岸川 2005 水路、歩道 鋼下路ランガー桁橋 トラス 

R0432 平成橋    東京 板橋区・北区   新河岸川   歩道 鋼下路ランガー桁橋 トラス 

R0433 志村橋  しむら  東京 板橋区・北区 国道１７号 新河岸川 1932 58.3 16.6+2@4.2 ゲルバー鈑桁 ｌ=17+23+17 

R0434 蓮根橋    東京 板橋区・北区   新河岸川 1962 54.6 8 鋼箱桁 トラス  

R0435 船渡大橋    東京 板橋区・北区   新河岸川  上段車道下段歩道 鋼下路アーチ トラス  

R0436 西台橋  にしだい 東京      新河岸川 1962- 53.8 6 鋼橋  

R0437 水管橋    東京 板橋区・北区   新河岸川     

R0438 徳丸橋    東京 板橋区・北区   新河岸川     

R0439 芝原橋    東京 板橋区・北区   新河岸川   歩道  

R0440 早瀬橋    東京 板橋区・北区   新河岸川     

R0441 早瀬人道橋   東京 板橋区・北区   新河岸川     

R0442 笹目橋    東京・埼玉 板橋区・戸田市 国道１７号 新河岸川 1964 647 13.5+1.75  

          鋼連続箱桁 ｌ=（66+84+66）+2ｘ（3@54）+（29+48） ＲＣ門型ラーメン Ｌ=20 ｎ=2  

R0443 笹目橋    東京・埼玉 板橋区・戸田市 首都高速板橋戸田線 新河岸川 1990  18.2 鋼連続箱桁  

R0450 万年橋  まんねん 東京 江東区  小名木川 1930 56.3 9+2@4.1 鋼下路ブレースドリブタイドアーチ ｌ=1ｘ54.5  

R0451 高橋  たか  東京    都道  小名木川 1931 54.1 25 鋼 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=2ｘ24  

R0452 西深川橋   にしふかがわ 東京      小名木川 1930 56 13.2 トラス ｌ=1ｘ54 

R0453 東深川橋  ひがしぐかがわ 東京      小名木川 1978 55.4 15.7 鈑桁+鋼箱桁+鈑桁 

R0454 大富橋  おおとみ 東京      小名木川 1930 55.5 22 鈑桁 ｎ=3 

R0455 新高橋  しんたか 東京 江東区    小名木川 1930 56.1 11 トラス ｌ=1ｘ54  

R0456 新扇橋  しんおおぎ 東京      小名木川 1973 57.3  鋼下路ランガー橋 

R0457 小松橋  こまつ 東京      小名木川 1930 56.4 13.8 トラス ｌ=1ｘ54 木杭基礎 

R0458 小名木川橋 おなぎがわ 東京    都道  小名木川 1987 52.6 27.8 連続鈑桁 ｌ=14.5+23.8+14.5 

R0459 小名木川クローバー橋  東京   小名木川 1994 79.7+60.8 4(歩道) Ｘ字型橋 鋼箱桁 ｌ=2@39.95+（30.7+21.1） 

R0460 小名木川橋梁 おなぎがわ 東京   ＪＲ小名木川支線 小名木川 1929 60 単線 トラス ｌ=1ｘ47 鈑桁 ｌ=1ｘ12.9 

R0461 進開橋  しんかい 東京    都道  小名木川 1935 44.2 21.8 ゲルバー鈑桁 ｌ=12.8+16.5+12.8 

R0462 丸八橋  まるはち 東京    都道  小名木川 1949 41 4 鈑桁 ｎ=5 

R0463 番所橋  ばんしょ 東京    都道  小名木川 1960 29 20 鋼橋 

R0464 砂島橋  すなじま 東京 江東区    小名木川 1979 49 5歩道 鋼箱桁 

R0470 綾瀬橋  あやせ 東京 足立区・墨田区   綾瀬川 1958 61 13+2@2.5 鋼下路ランガ－桁橋 ｌ=1ｘ60 

R0471 かつしかハープ橋  東京 葛飾区 首都高速中央環状線 綾瀬川     

R0472 東四つ木避難橋   東京 葛飾区    綾瀬川     

R0473 木根川橋  きねがわ 東京 墨田区・葛飾区 都道 新荒川堤防線 綾瀬川 1969 536.9 6.5+2@2  

           ゲルバートラス ｌ=68+85.3+68 トラス ｌ=2ｘ（2ｘ60.2） 鋼箱桁 ｌ=2ｘ31.95 

R0474 荒川放水路橋梁   東京 墨田区・葛飾区 京成押上線 綾瀬川 1999 85.2 複線 ＰＣ下路桁橋 ｌ=43.2+42 

R0475 新四つ木橋 よつぎ 東京 墨田区・葛飾区 国道 6号 綾瀬川 1973 825.2 13*3.25 ゲルバー鈑桁 鋼箱桁 鈑桁 

R0476 四つ木小橋   東京 墨田区・葛飾区   綾瀬川 1924 450 5.4 木造方杖橋 ｌ=9～12 ｎ=53 

R0477 四つ木橋  よつぎ     国道 6号 綾瀬川 1952 452.75 11+2@3  

          鋼ランガー桁 ｌ=1ｘ80.8 鈑桁 ｌ=2ｘ19.93+8ｘ23.4+2ｘ23.7+16.45+2ｘ34.65 

R0478 堀切避難橋   東京 葛飾区    綾瀬川     

R0479 新荒川橋（荒川大橋・高速荒川橋） 葛飾区 首都高速 6号向島線 綾瀬川 1982 681.5   

              二層橋 鋼ゲルバー箱桁 ｌ=70+73+110+3@101+70.5+55 

R0480 新荒川橋    東京 葛飾区 首都高速 6号向島線 綾瀬川     

R0481 堀切小橋    東京 葛飾区  綾瀬川 1967 455.5 13+2@2 ゲルバー鈑桁 ｌ=36.3+23 吊桁は合成鈑桁 

R0482 堀切橋  ほりきり 東京 墨田区・葛飾区 主・地道 補助１０９号 綾瀬川 1976 61.3 8  

R0483 綾瀬川橋梁   東京 墨田区・葛飾区 京成本線 綾瀬川 1931 ≒120 複線 トラス ｌ=1ｘ33 鈑桁 

R0484      東京 葛飾区 首都高速中央環状線 綾瀬川     

R0485 新水戸橋  しんみと 東京 葛飾区 首都高速中央環状線 綾瀬川     

R0487 水戸橋  みと  東京 葛飾区    綾瀬川 1954 33.8 6 合成鈑桁  

R0488 伊藤谷橋    東京 足立区    綾瀬川 1876 24 3.6 木橋  

R0489 綾瀬川橋梁 あやせがわ 東京 足立区  ＪＲ常磐線 綾瀬川 1971  4線 鈑桁 

R0490 五兵衛橋    東京 足立区    綾瀬川 1882 24 2.7 木橋 

R0491 五兵衛新橋       都道 467号 綾瀬川 1986    

R0492 みどり橋    東京 足立区    綾瀬川    桁橋 

R0493 綾瀬新橋    東京 足立区    綾瀬川 1958？    

R0494 新加平橋    東京 足立区  環状７号線 綾瀬川 1966    

R0495 加平橋    東京 足立区 首都高速 6号三郷線 綾瀬川     

R0496 内匠橋  たくみ  東京 足立区    綾瀬川    鈑桁 

R0497 浮花橋  うきはな 東京・埼玉 足立区・八潮市 都道 102号 綾瀬川 2004 40 20 桁橋 

R0498 桑袋大橋    東京 足立区     綾瀬川     

R0501      東京 北区 首都高速中央環状線 石神井川   2層 上路トラス橋 

R0502 新堀橋    東京 北区     石神井川 1960 23 3.6 ＲＣ桁橋  

R0503 豊石橋  とよいし 東京 北区     石神井川 1963 27.4 6.5 ＰＣ桁橋 トラス 

R0504 新柳橋    東京 北区     石神井川 1964 21.5 5 ＰＣ桁橋 トラス 

R0505 ？     東京 北区 首都高速中央環状線 石神井川     

R0506 溝田橋    東京 北区   明治通り 石神井川 1967 21.6 22 永久橋  

R0507 ？     東京 北区 首都高速中央環状線 石神井川     

R0508 ？     東京 北区 首都高速中央環状線 石神井川     
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R0509 ？     東京 北区   首都高速中央環状線 石神井川     

R0510 ？     東京 北区   都電荒川線 石神井川 1925  複線  

R0511 ？     東京 北区   東北新幹線 石神井川 1985  複線  

R0512 音無川橋    東京 北区  JR京浜東北線 石神井川 1961   鈑桁 ｌ=12.6 

R0513      東京 北区   国道 122号 石神井川     

R0514      東京 北区 公園    石神井川   歩道  

R0515 音無橋  おとなし  東京 北区 特例都道本郷赤羽線 石神井川 1931 50 18.2  

                ＲＣオ－プンアーチ ｌ=13.6+22.7+13.6 

R0516 紅葉橋  もみじ  東京 北区     石神井川 1978 21.6 15  ＲＣ桁 トラス  

R0517 西高橋     東京 北区     石神井川    軍用鉄道鉄橋 

R0518 滝野川橋    東京 北区     石神井川 1961 20 15 鈑桁 トラス 

R0519 観音橋    東京 北区     石神井川 1958 10 5.9 鈑桁 トラス 

R0520 鎗溝橋    東京 北区     石神井川 1964 13.1 3.5 永久橋  

R0521 くぬぎ緑地専用橋  東京 北区     石神井川   歩道  

R0522      東京 板橋区  JR埼京線 石神井川 1985  複線 鈑桁 トラス 

R0523 東橋    東京 板橋区    石神井川   歩道  

R0524 金沢橋  かなざわ 東京 板橋区    石神井川 1960 13.8 7 鈑桁  

R0525 加賀緑橋    東京 板橋区    石神井川   歩道  

R0526 加賀橋    東京 板橋区    石神井川 1961 25.2 12 鋼橋  

R0527 御成橋  おなり  東京 板橋区    石神井川 1964 17.4 4.5 ＲＣ橋  

R0528 番場橋    東京 板橋区    石神井川 1956  6 合成鈑桁 ｌ=11.3  

R0529 板橋  いた  東京 板橋区    石神井川 1972 12.7 7.2 PC桁橋 

R0530 新板橋  しんいた 東京 板橋区  国道１７号 石神井川 1927 13.6 25 ＲＣ橋  

R0531       東京 板橋区 首都高速池袋線 石神井川    鋼桁橋 

R0533 愛染橋    東京 板橋区    石神井川     

R0534 双栄橋    東京 板橋区    石神井川     

R0535 堰の上橋    東京 板橋区    石神井川 1959 16.9 6 ＲＣ橋  

R0536 中根橋    東京 板橋区    石神井川 1954 14.8 8.5 鋼橋  

R0537 山中橋    東京 板橋区    石神井川 1959 14 7.8 ＲＣ橋  

R0538 新西原橋    東京 板橋区    石神井川     

R0539 向屋敷橋    東京 板橋区    石神井川     

R0540 中板橋    東京 板橋区    石神井川   歩道 鈑桁 トラス 

R0541      東京 板橋区  東武東上線 石神井川 1914  複線 PC下路桁橋 トラス 

R0542 下頭橋  げとう  東京 板橋区    石神井川 1988   鈑桁 トラス 

R0543 間々下橋    東京 板橋区    石神井川     

R0544 上板橋    東京 板橋区  国道 254号 石神井川 1937 13.8 25 ＲＣ橋  

R0545 山崎橋    東京 板橋区    石神井川    鈑桁 トラス 

R0546 学校橋    東京 板橋区    石神井川     

R0547 耕整橋    東京 板橋区    石神井川     

R0548 小山橋    東京 板橋区    石神井川     

R0549 上の根橋    東京 板橋区  環状７号 石神井川 1959 13.8 25 ＲＣ橋  

R0550 台橋    東京 板橋区    石神井川     

R0551 桜橋    東京 板橋区    石神井川 1963 14.5 7.5 ＲＣ橋  

R0552 茂呂橋    東京 板橋区    石神井川     

R0553 栗原橋    東京 板橋区    石神井川     

R0554 久保田橋    東京 板橋区    石神井川    

R0555 山野橋     東京 板橋区    石神井川 1959    

R0556 宮宿橋  みやじゅく 東京 練馬区     石神井川 1960 11.5 5.6  

R0557 四宮宿橋   しのみやじゅく 東京 練馬区    石神井川 1972 14.5 8.9  

R0558 中村橋    東京 練馬区    石神井川 1961 18 25  

R0559 つたや橋    東京 練馬区    石神井川 1961 5.4 5.6  

R0560 糀谷橋  こうじや 東京 練馬区    石神井川 1959 11 5.6  

R0561 緑橋     東京 練馬区    石神井川 1966 5.5 4  

R0562 東山下橋    東京 練馬区    石神井川 1966 11 6.2  

R0563 雨宮橋     東京 練馬区    石神井川 1962 14.3 6.7  

R0564 すぎしろ橋    東京 練馬区    石神井川   歩道  

R0565 和田橋     東京 練馬区    石神井川 

R0566 羽城橋    東京 練馬区    石神井川   歩道  

R0567 湿化味橋  しけみ 東京 練馬区    石神井川 1959 12 7.6 桁橋 トラス 

R0568 開進橋    東京 練馬区    石神井川 1966 12.2 5.7  

R0569 羽根木橋    東京 練馬区    石神井川 1958 11.8 7.6  

R0570 羽根沢橋    東京 練馬区    石神井川 1958 11.9 5.5 桁橋 トラス 

R0571 仲羽橋  なかはね 東京 練馬区    石神井川 1965 11.4 5.8  

R0572 正久保橋  まさくぼ 東京 練馬区    石神井川    石橋 

R0573 丸山橋    東京 練馬区    石神井川 1965 11 5.8  

R0574 鎌田橋    東京 練馬区    石神井川 1964 11 6.7  

R0575 高稲荷橋    東京 練馬区    石神井川 1959 12 6.7  

R0576 早宮橋    東京 練馬区    石神井川 1965 11.5 2.2  
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R0577 新大橋    東京 練馬区 都道北町豊玉線 石神井川     

R0578 大橋    東京 練馬区    石神井川 1959 11 5.2  

R0579 東中央橋    東京 練馬区    石神井川 1966 15 7.7  

R0580 西早宮橋    東京 練馬区    石神井川 1966 17 6.7  

R0581 中之橋    東京 練馬区    石神井川 1957 10.2 12  

R0582      東京 練馬区  豊島園 石神井川     

R0583 石川橋    東京 練馬区    石神井川 1973 16 6.7  

R0584 田中橋    東京 練馬区    石神井川 1961 8.7 4.7  

R0585 西田中橋    東京 練馬区    石神井川 1960 8.5 4.6  

R0586 神路橋  かみじ 東京 練馬区    石神井川 1954 7.4 6.2  

R0587 道楽橋    東京 練馬区    石神井川 1960 11.5 8.1  

R0588 新小橋    東京 練馬区    石神井川 1964 7.6 4.7  

R0589 小橋    東京 練馬区    石神井川 1957 11 6.6  

R0590 貫井橋    東京 練馬区 特例主地道環状 8号 石神井川   （上り） PC桁橋 

R0591 高松橋    東京 練馬区 特例主地道環状 8号 石神井川   16+2@4.5 ＰＣ桁橋 ｌ=29 

R0592 練馬大橋    東京 練馬区  都道 8号 石神井川 1963  30.6 鈑桁 

R0593 竹橋    東京 練馬区    石神井川 1963 11.4 4.7  

R0594 境橋    東京 練馬区    石神井川 1963 11.4 4.7  

R0595 上新田橋    かみしんでん 東京 練馬区    石神井川 1959 12.3 8.2  

R0596 大野橋    東京 練馬区    石神井川 1961 13.4 5.2 桁橋 トラス 

R0597 こぶし橋    東京 練馬区    石神井川     

R0598 谷原三之橋   東京 練馬区    石神井川 1962 12.8 8  

R0599 桜見橋    東京 練馬区    石神井川     

R0600 谷原二之橋   東京 練馬区    石神井川 1962 12 6.1  

R0601      東京 練馬区    石神井川     

R0602 高野橋  たかの 東京 練馬区    石神井川 1968 9.8 6.6  

R0603 富士見橋    東京 練馬区    石神井川 1954 11.9 6  

R0604 高富士橋    東京 練馬区    石神井川 1966 9.2 6.6 桁橋 トラス 

R0605 下薬師堂橋  しもやくしどう 東京 練馬区    石神井川     

R0606      東京 練馬区  西武池袋線 石神井川 2001  2複線  

R0607 薬師堂橋  やくしどう 東京 練馬区    石神井川 1967 18 6  

R0608 長光寺橋  ちょうこうじ 東京 練馬区 特例都道南田中町旭町線 石神井川 1954 11.5 5  

R0609      東京 練馬区 環状 8号 笹目通り 石神井川    PC桁橋 トラス 

R0610 平成みあい橋   東京 練馬区    石神井川 1994  歩道 鈑桁 Y字型平面 

R0611 南田中橋    東京 練馬区    石神井川    桁橋 トラス 

R0612 山下橋    東京 練馬区    石神井川 1958 18.1 10.7  

R0613 坂下橋    東京 練馬区    石神井川 1960 14 6.9  

R0614 想い橋    東京 練馬区    石神井川   歩道  

R0615 豊島橋    東京 練馬区  都道 25号 石神井川 1952 8 4.6  

R0616 睦橋    東京 練馬区    石神井川 1960 8.9 5.6 桁橋 トラス 

R0617 根ケ原橋    東京 練馬区    石神井川 1960 8 5  

R0618 茜橋    東京 練馬区    石神井川   歩道  

R0619 蛍橋  ほたる 東京 練馬区 特例都道石神井大泉線 石神井川 1936 13 12 桁橋 トラス 

R0620 松之木橋    東京 練馬区    石神井川 1968 13 5.6  

R0621 上御成橋    東京 練馬区    石神井川 1957 12.5 7  

R0622 栄橋    東京 練馬区    石神井川     

R0623 愛宕橋    東京 練馬区    石神井川 1958 11.1 8.2  

R0624 小ケ谷戸橋 こがやと 東京 練馬区    石神井川 1960 6.8 5.1 桁橋 トラス 

R0625 扇橋    東京 練馬区  都道 245号 石神井川 1967 50.3 10  

R0626 豊城橋    東京 練馬区    石神井川 1957 9.9 9.､4  

R0627 集い橋    東京 練馬区    石神井川     

R0628 豊栄橋    東京 練馬区    石神井川     

R0629 西豊城橋    東京 練馬区    石神井川 1968 10.4 6.7  

R0630 曙橋    東京 練馬区    石神井川 1961 8 4.8  

R0631 日之出橋    東京 練馬区    石神井川     

R0632 稲荷橋    東京 練馬区    石神井川     

R0633 庚申橋    東京 練馬区    石神井川 1951 7.5 6.4  

R0634 関新橋    東京 練馬区    石神井川 1960 7.5 4.7  

R0635 若宮橋    東京 練馬区    石神井川 1963 7.3 6  

R0636      東京 練馬区  西武新宿線 石神井川 1927  複線  

R0637 長者橋    東京 練馬区    石神井川 1957 "7,5" 5.1  

R0638 弁天橋    東京 練馬区    石神井川 1955 7.5 5.8  

R0639 中橋    東京 練馬区    石神井川     

R0640 よしきり橋    東京 練馬区    石神井川     

R0641 溜渕橋  ためぶち 東京 練馬区    石神井川 1961 5.5 4.8  

R0642 下野谷橋  したのや 東京 西東京市    石神井川     

R0643 やよい橋    東京 西東京市    石神井川     

R0644 坂下橋    東京 西東京市    石神井川     
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R0645 柳沢橋    東京 西東京市    石神井川 1759   石造桁橋 

R0646      東京 西東京市  都道 4号 石神井川    桁橋 トラス 

R0647 上柳沢橋    東京 西東京市    石神井川     

R0648 川桐橋    東京 西東京市    石神井川     

R0649 境橋    東京 西東京市    石神井川     

R0650 蓮華橋  れんげ 東京 西東京市    石神井川  

R0651 菫橋  すみれ 東京 西東京市    石神井川  

R0652 文化橋    東京 西東京市    石神井川  

R0653 文化大橋    東京 西東京市    石神井川  

R0654 睦橋  むつみ 東京 西東京市    石神井川  

R0655 富士見橋    東京 西東京市  都道 12号 石神井川  

R0656 すすき橋    東京 西東京市    石神井川  

R0657 柏橋  かしわ 東京 西東京市    石神井川  

R0658 向台橋    東京 西東京市    石神井川  

R0659 けやき橋    東京 西東京市    石神井川  

R0660 ぶな橋    東京 西東京市    石神井川  

R0661 さつき橋    東京 西東京市    石神井川  

R0662 くぬぎ橋    東京 西東京市    石神井川  

R0663 庚申橋    東京 西東京市    石神井川  

R0664      東京 小平市  多摩水道 石神井川 1925 

R0665 多摩湖自転車道   東京 小平市    石神井川  

R0700 相生橋  あいおい 東京 中央区佃     隅田川（派川） 1926  22  

               大橋 Ｌ=146.5 ゲルバー鈑桁ｌ=3@21+4@17.1 

R0701      東京      隅田川（派川） 小橋 Ｌ=45.4 鈑桁 ｌ=5ｘ8.4 中央に中島があり。  

R0702 勝鬨橋  かちどき 東京 中央区    隅田川 1940 246 16+2@2.7  

            跳開橋 ｌ=45.6 両側径間は鋼下路ソリッドリブタイドア－チ ｌ=86  

R0703 佃大橋    東京      隅田川    鋼連続箱桁 

R0704 中央大橋    東京      隅田川  210.7 25 鋼斜張橋 ｎ=2 

R0705 永代橋  えいたい 東京      隅田川 1926 185.2 16.2+2@2.7  

           下路 3径間ゲルバーソリッドリブタイドア－チ ｆ=14 ｌ=41.16+100.6+41.16  

R0706 隅田川大橋   東京 中央区 首都高速９号線 隅田川 1979 391.7 29.5 鋼箱桁 ｌ= 

R0707 清州橋  きよす 東京 中央区    隅田川 1928 186.6 22 自碇式吊橋 ｌ=46+91.4+46 

R0708 新大橋  しんおお 東京 中央区    隅田川 1978 170 14+2@5  鋼斜張橋 ｌ=103.8+64.6 

R0709 両国大橋    りょうごくおお 東京    首都高速 隅田川 1971 329.5 2@6.5 

          吊り構造を持つ曲線連続鋼箱桁 ｌ=（35+51.5+85.9）+（81.1+43） 合成鈑桁 ｌ=27.3  

R0710 両国橋（大橋） りょうごく 東京 中央区  靖国通り 隅田川 1932 164.5 16.4+2@3.8  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ=50.2+62.2+50.2  

R0711 隅田川橋  すみだがわ 東京 台東区  国鉄総武線 隅田川 1932 ≒172 複線  

               鋼下路バランスドランガ－桁 ｆ=13.5 ｌ=38+96+38  

R0712 蔵前橋  くらまえ 東京 台東区  蔵前橋通り 隅田川 1927 173.4 22 

          鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ=48.2+50.9+48.2 ＲＣ固定ヒンジア－チ ｌ=12.2  

R0713 厩橋  うまや  東京 台東区  春日通り 隅田川 1929 152 16+2@3.7  

               鋼下路ソリッドリブタイドア－チ ｌ=45.7+54.9+45.7  

R0714 駒形橋  こまがた 東京    浅草通り 隅田川 1927 149.1 21.6  

         鋼中路 2 ヒンジソリッドリブア－チ 両側径間は上路ソリッドリブア－チ ｌ=32.5+74.7+32.5  

R0715 大川橋，後・東橋   東京 台東区    隅田川 1774 144 6.1 木桁橋 民営賃取橋  

R0716 吾妻橋  あづま 東京   隅田川 1931 150.1 20 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ=38.4+44.8+38.4  

R0717 隅田川橋  すみだがわ 東京 台東区 東武鉄道伊勢崎線 隅田川 1931 ≒166 複線 中路ゲルバートラス ｌ=51+64+51  

R0718 言問橋  こととい 東京 台東区  水戸街道 隅田川 1928 238.7 16.6+2@2.7  

             ゲルバー鈑桁 ｌ=46.4+67.2+46.4 連続鈑桁 ｌ=2（13+13.7+6.5）  

R0719 桜橋    東京      隅田川  169.45 6～11 ｌ=48.12+72+48.12 

R0720 白鬚橋  しらひげ  東京 台東区  明治通り 隅田川 1931 168.8 15.9+2@2.75  

             鋼下路ゲルバーブレ－スドリブタイドアーチ ｌ=44.2+79.6+44.2  

R0721 水神大橋    すいじんおお 東京 墨田区・荒川区   隅田川 1988 157 11+2@4.2  

              鋼下路バランスドニールセンローゼ橋 ｌ=26.9+102+26.9  

R0722 隅田川橋  すみだがわ 東京 足立区 営団地下鉄日比谷線 隅田川 1962  鉄道 下路連続トラス橋 ｌ=2@63  

R0723 隅田川橋  すみだがわ 東京 荒川区・足立区 国鉄常磐線 隅田川 1973  鈑桁架け替え ｌ=（19.2+18.3）+（2ｘ18 .3）  

R0724 千住大橋    せんじゅおお 東京 荒川区  日光街道 隅田川 1927 92.5 16.5+2@3.85 

               鋼下路ブレ－スドリブタイドア－チ ｆ=11 ｌ=89.4 

R0725      東京       隅田川 1973 502.5 7.5  

         平行して新橋を架設 旧橋と上り下りと分離して使用 鋼箱桁 ｌ=40+33+38 合成鈑桁  

R0726 隅田川橋  すみだがわ 東京 荒川区 京成電鉄本線 隅田川 1931 ≒120 複線 トラス ｌ=2ｘ60 

R0727 尾竹橋  おたけ 東京  尾竹通り 隅田川 1992 103.2 9+2@3 鋼下路バランスドローゼ橋 ｌ=28.5+72+28.5 

R0728 尾久橋  おく  東京 荒川区  尾久橋通り 隅田川 1968 431 9.75+2.25（第一期分）ｂ=19.5+2@2，25 

        (最終) 鋼連続箱桁 ｌ=54.3+66+54.3 鋼合成箱桁 ｌ=3ｘ26+2ｘ23，5 合成鈑桁ｌ=5ｘ26 

R0729 小台橋  おだい 東京 荒川区    隅田川 1992 118.2 15 鋼下路 ニ－ルセンロ－ゼ橋 トラス  

R0730      東京 足立区・北区 首都高速中央環状王子線 隅田川 2002    

R0731 豊島橋  としま  東京 北区     隅田川 2001 106.7 9+2@3 鋼下路ローゼ橋 ｌ=104.2 
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R0732 新豊橋    東京 北区・豊島区   隅田川  105 22 鋼下路アーチ 

R0733 新田橋  しんでん 東京 北区     隅田川 1961 114 6+2@1.5 鈑桁 ｎ=5 

R0734 新神谷橋  しんかみや 東京 北区 都道 318号 隅田川 1965 153.1 8+2.5 水道管 ゲルバー鈑桁 ｌ=46+61+46 合成鈑桁  

R0750 岩崎橋    東京 杉並区    玉川上水 1954 9.5 6 プレテンションＰＣ桁橋 

R0751 兵庫橋    東京 杉並区    玉川上水     

R0752 どんどん橋   東京 杉並区    玉川上水 1759   石造桁橋 

R0753 旧牟礼橋    東京      玉川上水 1933 9.3 8.3 レンガ上路充腹アーチ ｌ=4.2 

R0754 牟礼橋    東京 杉並区 三鷹市 都道 110号 玉川上水    

R0755 長兵衛（平）橋   東京 三鷹市    玉川上水     

R0756 東橋    東京 三鷹市    玉川上水     

R0757 宮下橋    東京 三鷹市    玉川上水 1950 11.7 7.4 ＲＣ上路充腹アーチ トラス 

R0758 若草橋    東京 三鷹市    玉川上水   歩道  

R0759 井の頭橋    東京 三鷹市    玉川上水 1960 7.4 12.3  

R0760 松影橋    東京 三鷹市    玉川上水     

R0761 新橋    東京 三鷹市    玉川上水     

R0762 幸橋    東京 三鷹市    玉川上水     

R0763 ほたる橋    東京 三鷹市    玉川上水     

R0764 万助橋  まんすけ 東京 三鷹市 武蔵野市 都道 114号 玉川上水 1963 10.4 15 ＲＣ橋  

R0765 むらさき橋    東京 三鷹市 武蔵野市   玉川上水 1955 7.9 12  

R0766 三鷹橋    東京 三鷹市 武蔵野市   玉川上水 1957 7.3 8.4  

R0767 玉川上水橋梁   東京 三鷹市 武蔵野市 JR中央線三鷹駅 玉川上水 1889  単線 煉瓦アーチ ｌ=3.6 トラス 

R0768 三鷹信号所   東京 三鷹市 武蔵野市   玉川上水 1929    

R0769 三鷹駅    東京 三鷹市 武蔵野市   玉川上水 1969   2複線化 駅改築 

R0770 けやき橋    東京 三鷹市 武蔵野市 都道 121号 玉川上水 1977 9.6 47.4  

R0771 （境）大橋  おお  東京 三鷹市 武蔵野市   玉川上水     

R0772 みどり橋    東京 武蔵野市  国鉄引込線 玉川上水    廃線 

R0773 松見橋  まつみ 東京 武蔵野市    玉川上水     

R0774 桜橋  さくら  東京 武蔵野市  都道 12号 玉川上水 1999 12 18.8  

R0775 独歩橋  どっぽ 東京 武蔵野市    玉川上水 1968 10.7 4  

R0776 うど橋    東京 武蔵野市    玉川上水 1965 11 6  

R0777 境橋  さかい 東京 武蔵野市  都道 123号 玉川上水     

R0778 くぬぎ橋    東京 武蔵野市    玉川上水 1962 7.3 12  

R0779 もみじ橋    東京 武蔵野市    玉川上水     

R0780 曙橋  あけぼの 東京 武蔵野市・西東京市  玉川上水   歩道  

R0781 新橋  しん  東京 小金井市・武蔵野市  玉川上水   歩道  

R0782 桜堤歩道橋   東京 小金井市・武蔵野市  玉川上水   歩道  

R0783 梶野橋  かじの 東京 小金井市・武蔵野市  玉川上水 1965 10.9 12 石橋 

R0784 関野橋  せきの 東京 小金井市・武蔵野市 都道 247号 玉川上水 1966 10.5 12  

R0785 新小金井橋  しんこがねい 東京 小金井市・武蔵野市 都道 15号 玉川上水 1966 10.9 9  

R0786 陣屋橋  じんや 東京 小金井市・武蔵野市  玉川上水 1973  歩道  

R0787 小金井橋  こがねい 東京 小金井市・小平市   玉川上水 1930 7 7.9 煉瓦ア－チ  

R0788 貫井橋  ぬくい  東京 小金井市・小平市   玉川上水     

R0789 茜屋橋  あかねや 東京 小金井市・小平市 都道 248号 玉川上水 1868    

R0790 小桜橋  こざくら 東京 小金井市・小平市   玉川上水     

R0791 喜平橋  きへい 東京 小平市  都道 132号 玉川上水 1775   石造桁橋 

R0792 山家橋  さんや 東京 小平市    玉川上水 1884   木桁橋  

R0793 八左衛門橋  はちざえもん 東京 小平市    玉川上水 1969 11.4 6 コンクリ－ト橋 

R0794      東京 小平市 西武多摩湖線 玉川上水 1928  単線  

R0795 桜橋  さくら  東京 小平市    玉川上水     

R0796 一位橋  いちい 東京 小平市    玉川上水     

R0797 商大橋  しょうだい 東京 小平市    玉川上水     

R0798 小松橋  こまつ 東京 小平市    玉川上水     

R0799 鎌倉橋  かまくら 東京 小平市    玉川上水     

R0800 久右衛門橋 きゅうえもん 東京 小平市 主地道 17号 玉川上水 1932 6.6 8.5  

R0801 東鷹の橋    ひがしたかの 東京 小平市    玉川上水   歩道 ＲＣ桁橋 トラス 

R0802      東京 小平市 西武国分寺線 玉川上水 1894  単線 鈑桁 

R0803 鷹の橋  たかの 東京 小平市    玉川上水 1965 13 4  

R0804 五右衛門橋   東京 小平市    玉川上水     

R0805 新小川橋  しんおがわ 東京      玉川上水 1968 12 6.5  

R0806 水車橋    東京      玉川上水     

R0807 栄光橋  えいこう 東京 小平市    玉川上水 1966 26 6  

R0808 いこい橋    東京 小平市    玉川上水     

R0809 寺橋  てら  東京 小平市    玉川上水     

R0810 くぬぎ橋    東京 小平市    玉川上水 1962 7.3 12  

R0811 東小川橋    ひがしおがわ 東京 小平市    玉川上水     

R0812 西中島橋    にしなかじま 東京 小平市    玉川上水     

R0813 小川橋  おがわ 東京 小平市  都道 16号 玉川上水 1954 6.8 8.9 石造桁橋  

R0814 上水小橋  じょうすいこ 東京      玉川上水     
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R0815 清願院橋    東京 立川市  都道 43号 玉川上水     

R0816      東京   多摩モノレール 玉川上水 1998   （上段） 

R0817 千手橋  せんじゅ  東京 立川市    玉川上水 1934 8.7 5.5 ＲＣスラブ橋  

R0818 千手小橋    東京      玉川上水     

R0819 宮の橋    東京 立川市    玉川上水     

R0820 金毘羅橋    東京 立川市 都道武蔵村山立川線 玉川上水     

R0821 旦那橋    東京 立川市    玉川上水     

R0822 御影橋    東京      玉川上水     

R0823 見影橋  みかげ 東京      玉川上水     

R0824 新屋橋  しんや 東京 立川市    玉川上水     

R0825 稲荷橋    東京 立川市    玉川上水     

R0826 新天王橋    東京 立川市  都道 7号? 玉川上水     

R0827 天王橋  てんのう 東京 立川市  都道 59号 玉川上水 1931 7.8 10.1 石造桁橋 

R0828 一番橋    東京 立川市    玉川上水     

R0829 松中橋    東京 立川市    玉川上水     

R0830 美堀橋    東京 昭島市    玉川上水 1984    

R0831 拝島上水橋   東京 昭島市  都道 220号 玉川上水     

R0832 ふたみ橋    東京 昭島市    玉川上水     

R0833      東京 昭島市  西武拝島線 玉川上水 1983  複線化  

R0834 こはけ橋    東京 昭島市    玉川上水     

R0835 平和橋  へいわ 東京 福生市    玉川上水 1972 12.7 4.8+1.5  

R0836      東京 福生市  ＪＲ引込線 玉川上水   単線  

R0837 日光橋  にっこう 東京 福生市    玉川上水 1950 16.3 9.2（=+6.8） ＲＣ上路アーチで両側を拡幅 

R0838 どんぐり橋    東京 福生市    玉川上水 1995 15.4 3.8（歩道）  

R0839 武蔵野橋  むさしの 東京 福生市  国道 16号 玉川上水 1965 96 18  

R0840      東京 福生市  ＪＲ八高線 玉川上水 1931  単線  

R0841 五丁橋  ごちょう 東京 福生市    玉川上水 1964 11.1 6.7 ＲＣ橋 

R0842      東京 福生市  ＪＲ青梅線 玉川上水 1961   複線化 

R0843 山王橋  さんのう 東京 福生市    玉川上水 1962 16.5 6  

R0844 福生橋  ふっさ  東京 福生市  都道 29号 玉川上水 1958 14.8 15  

R0845 青梅橋  おうめ 東京 福生市    玉川上水 1961 11.25 6.75  

R0846 牛浜橋  うしはま 東京 福生市  都道 7号 玉川上水 1977 12.6 7.5  

R0847 萱戸橋  かやと 東京 福生市    玉川上水 1976 15.6 6.6  

R0848 熊野橋  くまの  東京 福生市  都道 166号 玉川上水 1981 12.6 19   

R0849 清巌院橋    せいがんいん 東京 福生市  都道 166号 玉川上水 1989 15 7+4  PC桁橋 トラス 

R0850 新橋  しん  東京 福生市  都道 165号 玉川上水 1966 12.6 7.9  

R0851 宿橋  しゅく  東京 福生市    玉川上水 1936 12.3 6.｡8 永久橋 

R0852 宝蔵院橋    東京 福生市    玉川上水     

R0853 宮本橋  みやもと 東京      玉川上水 1977 11.5 5.5 鈑桁 トラス 

R0854      東京 福生市   国鉄青梅線引込線 玉川上水 1927  単線 鈑桁 廃線 

R0855 香美上水橋  かみじょうすい 東京      玉川上水 1991 13.6 3.6 桁を再用 

R0856 新堀橋  しんぼり 東京 福生市    玉川上水 1986 19.7 9.8  

R0857 堂橋    東京 羽村市    玉川上水 2003    

R0858 羽村大橋  はむらおお 東京 羽村市  都道 29号 玉川上水     

R0859 羽村橋  はむら 東京 羽村市    玉川上水 1969 14 2.7 ＲＣ橋 

R0860 第二水門     羽村市    玉川上水   歩道 兼用 

R0870 柳島橋  やなぎしま 東京 墨田区   都道浅草通り 横十間川 1989 44.9 19 ゲルバー鈑桁 ｌ=11.5+16.3+11.5  

R0871 神明橋  しんめい 東京 墨田区・江東区   横十間川 1986 38.2 11 架け替え 鈑桁 n=3 

R0872 栗原橋  くりはら 東京 墨田区    横十間川 1996 36.4 14.8 鈑桁 ｎ=3 

R0873 天神橋  てんじん 東京 墨田区  都道蔵前橋通り 横十間川 1984 38.2 25 鈑桁 ｌ=2ｘ17，8 

R0874 錦糸橋  きんし  東京 墨田区    横十間川 1972 42 11 架け替え 鈑桁 ｎ=3 

R0875      東京 墨田区  JR総武線 横十間川 1972  2ｘ複線化  

R0876 松代橋  まつしろ 東京 墨田区  国道 14号 横十間川 1969 39.2 28+2@6 鋼箱桁 ｎ=2  

R0877 旅所橋  たびしょ 東京 墨田区    横十間川 1976 42 12 架け替え 桁橋 ｎ=3 

R0878 松本橋    東京 江東区    横十間川     

R0879      東京    首都高速７号線 横十間川     

R0880 清水橋  しみず 東京 江東区    横十間川 1966 40.6 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3 

R0881 木村橋    東京 江東区    横十間川     

R0882 大島橋  おおしま 東京 江東区    横十間川 1987 40.5 15.5 鈑桁 n=3 

R0883 小名木川クローバー橋  東京 江東区    横十間川 1994  4（歩道） 十文字形鋼箱桁 l=79.7+60.8 

R0884 水門橋    東京 江東区    横十間川     

R0885 三島橋  みしま 東京 江東区    横十間川 1963 40.5 15 鋼桁橋  

R0886 歩道橋    東京 江東区    横十間川     

R0887 岩井橋  いわい 東京 江東区  都道清洲橋通り 横十間川 1930 45.8 22 鈑桁 ｌ=21 

R0888 海砂橋  うみすな 東京 江東区    横十間川 1988 24 13.8  

R0889 千砂橋  せんすな 東京 江東区    横十間川 1986 23 13.4  

R0890 豊砂橋  とよすな 東京 江東区  都道葛西橋通り 横十間川 1929 39 22 鈑桁 ｎ=2 

R0891 井住橋  いずみ 東京 江東区    横十間川 1926 18.2 22 鈑桁 
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R0892 平住橋  ひらずみ 東京 江東区    横十間川 1929 20.4 15 鈑桁 ｎ=3 

R0893 富士見橋  ふじみ 東京 江東区    横十間川 1929 20.5 11 鈑桁 

R0900 新小原橋    東京 墨田区・江東区   北十間川 1976 40 15 鈑桁 

R0901 小原橋  おはら 東京 墨田区・江東区   北十間川 1965 18.4 4.2 鋼桁橋 現在は歩道 

R0902      東京 墨田区・江東区 東武亀戸線 北十間川 1904  2ｘ単線 鈑桁 +トラフガーダー 

R0903 福神橋  ふくじん 東京 墨田区・江東区   明治通り 北十間川 1983 21.3 22 鈑桁 ｎ=3  

R0904 境橋  さかい 東京 墨田区・江東区   北十間川 1974 23.8 12 鋼桁橋  

R0905 十間橋  じゅっけん 東京 墨田区    北十間川 1939 21.9 15 ゲルバー鈑桁 ｌ=19.2  

R0906 西十間橋   にしじゅっけん 東京 墨田区    北十間川 1989 21 10 木橋 

R0907 京成橋  けいせい  東京 墨田区  都道 465号 北十間川 1962 19 28.1 永久橋 

R0908 東武橋  とうぶ  東京 墨田区    北十間川 1988 19.7 22 鈑桁 ｎ=3 

R0909 小梅橋  こうめ  東京 墨田区    北十間川 1953 26.6 6.5 鈑桁 

R0910 源森橋    東京 墨田区  都道三ツ目通り 北十間川 2007    

R0911 枕橋（旧・源森橋）  東京 墨田区    都道墨堤通り 北十間川 1928 25.4 18 ＲＣア－チ ｌ=24  

R0912      東京 墨田区 首都高速向島線 北十間川     

R0920 柳橋  やなぎ 東京 中央区・台東区   神田川 1929 38.3 6+2@3.6 

                鋼下路ソリッドリブタイドアーチ ｌ=36.6 

R0921 浅草橋  あさくさ 東京 中央区・台東区 国道 6号 神田川 1930 35.8 24+2@4.5 鋼上路2ヒンジソリッドリブアーチ 

R0922 左衛門橋  さえもん 東京 千代田区  神田川 1930 35.5 10+2@2.5 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=33.2 

R0923 新し橋  あたらし 東京 千代田区  神田川 1874 25.5 7.3 木橋 

R0924 美倉橋  みくら  東京    神田川 1929 35.4 15+2@3.5 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=32.9  

R0925 和泉橋  いずみ 東京 千代田区  国道 4号 神田川 1930 35.7 33+2@55 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ 

R0926 神田川橋    東京 千代田区  首都高速１号線 神田川    鈑桁  

R0927 神田ふれあい橋   東京 千代田区    神田川 1989 48.6 2,5（歩道） 鈑桁  

R0928 神田川橋梁   東京 千代田区  東北新幹線 神田川   複線 桁橋  

R0929 神田川橋梁 かんだかわ 東京 千代田区  国鉄山手線 神田川 1925 33 複線 メラン式上路固定充腹アーチ ｌ=32.9  

R0930 筋違御門橋   東京 千代田区    神田川 1776    

R0931 昌平橋    東京      神田川 1877    

R0932 万代橋  よろづよ 東京      神田川 1873 22.9 11 石造アーチ ｎ=2 

R0933 筋違橋    東京      田川 1889 27 11  木橋 

R0934 万世橋  まんせい 東京    国道 17号 神田川 1930 26 24+2@6 ＲＣ上路固定充腹アーチ  

R0935 一口橋（芋洗橋） いもあらい 東京 千代田区    神田川 1620   創架 

R0936 昌平橋  しょうへい 東京      神田川 1928 23.8 6.4（歩道） ＲＣ上路固定充腹アーチ  

R0937 神田川橋梁 かんだがわ 東京 千代田区   国鉄総武本線 神田川 1932 56 2ｘ単線 鈑桁 ｌ=31.9+23.7 

R0938 御茶ノ水橋梁   東京 千代田区・文京区 地下鉄丸の内線 神田川   複線 鋼下路箱桁 ｌ=36 

R0939 聖橋  ひじり 東京 千代田区・文京区    神田川 1927 91.8 22  

            鉄骨コンクリートオープンアーチ f=10.9 ｌ=32 鈑桁 ｌ=21.2+15.2  

R0940 御茶の水橋  おちゃのみず 東京 千代田区・文京区   神田川 1931 80 16.5+2@2.7 複線軌道併用  

              鋼上路ゲルバーπ型ラーメン鈑桁 ｌ=22.1+30.5+25.9  

R0941 水道橋  すいどう 東京 千代田区・文京区   神田川 1988 24.9  鋼箱桁 ｌ=24.2  

R0942 後楽園ブリッジ   東京 千代田区・文京区   神田川   歩道 PC箱桁 

R0943 後楽橋  こうらく 東京 千代田区・文京区   神田川 1927 21 15+2@3.5  

                鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=18.4  

R0944 小石川橋  こいしかわ 東京 千代田区・文京区   神田川 1927 29.7 11 中路ダブルウエブ鈑桁 ｌ=28 

R0945      東京 千代田区・文京区  首都高速５号池袋線 神田川     

R0946 船河原橋歩道橋   東京 新宿区・文京区   神田川    鋼箱桁 

R0947 船河原橋  ふながわら 東京 新宿区・文京区   神田川 1970 21.1 24.1 鈑桁  

R0948 隆慶橋  りゅうけい 東京 新宿区・文京区   神田川 1934   ポニートラス橋  

R0949 隆慶橋歩道橋   東京      神田川    鈑桁  

R0950 新隆慶橋   しんりゅうけい 東京 新宿区・文京区   神田川 2006  6車 鋼桁橋 

R0951 白鳥橋  しらとり 東京 新宿区・文京区   神田川 1936 29.8 20 鈑桁  

R0952 新白鳥橋  しんしらとり 東京 新宿区・文京区   神田川    鋼下路箱桁  

R0953 中之橋  なかの 東京      神田川 1873 16 3.6 鋼桁橋  

R0954 小桜橋  こざくら 東京 新宿区・文京区   神田川 1997   鋼桁橋  

R0955 西江戸川橋  にしえどかわ 東京 新宿区・文京区   神田川 2003 16 3.6 鋼桁橋  

R0956 石切橋  いしきり 東京 新宿区・文京区   神田川 2004  10 桁橋  

R0957 古川橋歩道橋 ふるかわ 東京 文京区    神田川    鈑桁 

R0958 古川橋  ふるかわ 東京 文京区    神田川 1934 22 6 下路鈑桁  

R0959 掃部橋  かもん 東京 文京区    神田川 1934 21.6 3.7 下路鈑桁 

R0960 華水橋  はなみず 東京 文京区    神田川 2005 21.6 4 下路鈑桁  

R0961      東京 文京区  首都高速５号池袋線 神田川    鈑桁 

R0962 江戸川橋  えどがわ 東京 文京区  音羽道り 神田川 1926 18 20 PC桁橋  

R0963 一休橋  いっきゅう 東京 文京区    神田川 1935 20 1.5（歩道） 鈑桁  

R0964 大滝橋  おおたき 東京 文京区    神田川   歩道 鈑桁  

R0965 駒塚橋  こまつか 東京 文京区    神田川 1935 18.1 7.5 鈑桁  

R0966 礫川橋    東京 文京区    神田川 1883 32 7.3 木造橋 

R0967 豊橋  ゆたか 東京 新宿区    神田川 1919 15 5.4 鈑桁  

R0968 仲之橋  なかの 東京 新宿区・豊島区   神田川 1914 "5,4" 2.4 鈑桁  
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R0969 三島橋  みしま 東京 新宿区    神田川    鈑桁  

R0970 面影橋  おもかげ 東京 新宿区・豊島区   神田川 徳川末  桁橋  

R0971 神田川水管橋 かんだがわすいかん 東京 新宿区・豊島区 東京都水道局 神田川 1982   パイプ桁橋  

R0972 曙橋  あけぼの 東京 新宿区・豊島区   神田川    下路鈑桁  

R0973 神田川橋梁   東京 新宿区・豊島区 都電荒川線 神田川 1928  複線 下路鈑桁  

R0974 高戸橋  たかと 東京 新宿区・豊島区 明治道り 神田川    鈑桁  

R0975 高田橋  たかだ 東京 新宿区・豊島区   神田川    桁橋  

R0976 源水橋  げんすい 東京 新宿区・豊島区   神田川    ＲＣ桁  

R0977 戸田平橋  とだひら 東京 新宿区・豊島区   神田川 1999   ＲＣ桁  

R0978 高塚橋  たかつか 東京 豊島区    神田川 2000   ＲＣ桁  

R0979 神高橋  かみたか 東京 豊島区    神田川    ＲＣ桁  

R0980 神田川橋梁   東京 新宿区  西武新宿線 神田川   複線 鈑桁  

R0981 神田川橋梁   東京 新宿区  国鉄山手線 神田川    2+2線 鈑桁  

R0982 清水川橋  しみずがわ 東京 新宿区    神田川 2000   3（歩道） 鈑桁  

R0983 田島橋  たしま  東京 新宿区    神田川    鈑桁  

R0984 専用橋    東京 新宿区   東京富士大学 神田川   歩道 トラス  

R0985 宮田橋  みやた 東京 新宿区    神田川    下路鈑桁  

R0986 落合橋  おちあい 東京 新宿区    神田川    下路鈑桁  

R0987 滝沢橋  たきざわ 東京 新宿区    神田川    桁橋  

R0988 新堀橋  しんぼり 東京 新宿区    神田川    桁橋  

R0989 せせらぎ橋   東京 新宿区    神田川    鋼中路箱桁  

R0990 久保前橋  くぼまえ 東京 新宿区    神田川    鈑桁  

R0991 小滝橋  おたき 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R0992 亀齢橋  きれい 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R0993 南小滝橋    みなみおたき 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R0994 大東橋  だいとう 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R0995 神田上水橋梁   東京 新宿区・中野区 国鉄中央線 神田川 1889   錬鉄鈑桁 ｌ=12.2  

R0996 神田川橋梁   東京     国鉄中央本線 神田川 1987 26 複線 ＰＣ桁橋  

R0997      東京    総武線 神田川 1989 26 複線 ＰＣ桁橋  

R0998 万亀橋  まんき 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R0999 新開橋  しんかい 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R1000 柏橋  かしわ 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R1001 末広橋  すえひろ 東京 新宿区・中野区   神田川 1936 25.5 11 鈑桁 ｌ=14.4+9.7  

R1002 伏見橋  ふしみ 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R1003 栄橋  さかえ 東京 新宿区・中野区   神田川    鈑桁  

R1004 淀橋  よど  東京 新宿区・中野区 青梅街道 神田川 1924 12.2 17 鉄骨ＲＣ桁 

R1005 豊水橋  とよきず 東京 新宿区・中野区   神田川 1999   桁橋  

R1006 相生橋  あいおい 東京 新宿区・中野区   神田川    桁橋  

R1007 菖蒲橋  あやめ 東京 新宿区・中野区   神田川 1999   桁橋  

R1008 宝橋  たから 東京 中野区    神田川 1999   桁橋  

R1009 長者橋  ちょうじゃ 東京 中野区    神田川 1936 12.4 14.6+2@3.7 鈑桁 ｌ=12 

R1010 東郷橋  とうごう 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1011 桔梗橋  ききょう 東京 中野区    神田川 2000   桁橋  

R1012 皐月橋  さつき  東京 中野区    神田川 2000   桁橋  

R1013 中ノ橋  なかの 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1014 月見橋  つきみ 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1015 花見橋  はなみ 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1016 桜橋  さくら  東京 中野区    神田川    桁橋  

R1017 新橋  しん  東京 中野区    神田川    鈑桁  

R1018 氷川橋  ひかわ 東京 中野区    神田川    下路鈑桁  

R1019 千代田橋  ちよだ 東京 中野区    神田川    下路鈑桁  

R1020 柳橋  やなぎ 東京 中野区    神田川    鈑桁  

R1021 本郷橋  ほんごう 東京 中野区    神田川    下路鈑桁  

R1022 寿橋  ことぶき 東京 中野区    神田川 1991   撤去 

R1023 高砂橋  たかさご 東京 中野区    神田川    下路鈑桁  

R1024 富士見橋  ふじみ 東京 中野区・杉並区   神田川    桁橋  

R1025 和田見橋  わだみ 東京 中野区・杉並区   神田川    桁橋  

R1026 栄橋  さかえ 東京 中野区    神田川    PC箱桁  

R1027 睦橋  むつみ 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1028 角田橋  つのだ 東京 中野区    神田川    桁橋  

R1029 神田橋  かんだ 東京 中野区    神田川    PC桁橋  

R1030 向田橋  むこうだ 東京 中野区    神田川 1926 8.2 34.3 ＲＣ橋  

R1031 たつみ橋    東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1032 上水橋  じょうすい 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1033 方南橋  ほうなん 東京 杉並区  都道 318号 神田川 1877 8.2 1.8 PC桁橋  

R1034 方南第一橋 ほうなん 東京 杉並区    神田川  8.3  桁橋  

R1035 弁天橋  べんてん 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1036 （無名）    東京 杉並区    神田川   歩道 I型桁橋  
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R1037 和泉橋  いずみ 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1038 一本橋  いっぽん 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1039 番屋橋  ばんや 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1040 中井橋  なかい 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1041 宮前橋  みやまえ 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1042 栄泉橋  えいせん 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1043 神泉橋  しんせん 東京 杉並区  井の頭通り 神田川    桁橋  

R1044 蔵下橋  くらした 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1045      東京 杉並区  京王電鉄 神田川   複線 鈑桁  

R1046 明風橋  みょうふう 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1047 永高橋  えいこう 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1048 ひまわり橋   東京 杉並区    神田川   歩道 鈑桁  

R1049 永福橋  えいふく 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1050 かんな橋    東京 杉並区    神田川   歩道 鈑桁  

R1051 神田橋  かんだ 東京 杉並区  水道道路 神田川    鈑桁  

R1052 幸福橋  こうふく 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1053 向陽橋  こうよう 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1054 弥生橋  やよい 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1055 睦橋  むつみ 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1056 八幡橋  はちまん 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1057 藤和橋  とうわ  東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1058 梢橋  こずえ 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1059 鎌倉橋  かまくら 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1060 塚山橋  つかやま 東京 杉並区    神田川    ＲＣ桁  

R1061 堂ノ下橋  どうのした 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1062 乙女橋  おとめ 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1063 池袋橋  いけぶくろ 東京 杉並区    神田川    ＲＣ桁  

R1064 正用戸橋    しょうようした 東京 杉並区    神田川    鋼桁橋  

R1065 高井戸橋  たかいど 東京 杉並区    神田川     

R1066 佃橋  つくだ  東京 杉並区  都道 311号 神田川    PC桁橋  

R1067 あづま橋    東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1068 やなぎ橋    東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1069 錦橋  にしき  東京 杉並区    神田川   歩道 鈑桁  

R1070 むつみ橋    東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1071 茜橋  あかね 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1072 高砂橋  たかさご 東京 杉並区    神田川     

R1073 月見橋  つきみ 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1074 京王電鉄専用橋   東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1075 清水橋  しみず 東京 杉並区    神田川    ＲＣ桁  

R1076 久我山橋  くがやま 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1077 都橋  みやこ 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1078 宮下人道橋 みやした 東京 杉並区    神田川    鈑桁  

R1079 宮下橋  みやした 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1080 緑橋  みどり 東京 杉並区    神田川    桁橋  

R1081 みすぎ橋    東京 三鷹市・杉並区   神田川    桁橋  

R1082 神田橋  かんだ 東京 三鷹市    神田川    桁橋  

R1083      東京 三鷹市  京王電鉄 神田川   複線 PC桁橋  

R1084 丸山橋  まるやま 東京 三鷹市    神田川    桁橋  

R1085 あしはら橋    東京 三鷹市    神田川    桁橋  

R1086 神田上水橋 かんだじょうすい 東京 三鷹市   神田川    桁橋  

R1087 ゆうやけ橋    東京 三鷹市    神田川   歩道 RC桁橋  

R1088      東京 三鷹市  京王電鉄 神田川   複線 鈑桁  

R1089 よしきり橋    東京 三鷹市    神田川   歩道 鈑桁  

R1090 みどり橋    東京 三鷹市    神田川    廃橋 

R1091 水門橋    東京 三鷹市    神田川  ≒6 ≒2 RC桁橋  

R1092 瓢箪橋    東京 三鷹市    神田川     

R1093 七井橋  なない 東京 三鷹市    神田川    ＲＣ橋 

R1100 中野橋    東京 八王子市    浅川     

R1101 川口川橋    東京 八王子市  国道 16号 浅川  1954 24 10.7 ＲＣ橋  

R1102 咳守橋    東京 八王子市    浅川     

R1103 山王橋    東京 八王子市    浅川  1954 21.7 2.6 ＲＣ橋 

R1104 新山王橋    東京 八王子市    浅川     

R1105 原屋敷橋    東京 八王子市    浅川     

R1106 仲田橋    東京 八王子市    川口川     

R1107 川口川橋    東京 八王子市   中央自動車通 川口川 1968 41.9 10.7 合成鈑桁 ｌ=41.1 

R1108 清水橋    東京 八王子市    川口川 1960 28.5 6.6 ＲＣ橋  

R1109 新清水橋    東京 八王子市    浅川     

R1110 清水公園橋   東京 八王子市    浅川     
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R1111 下大目橋    東京 八王子市    浅川     

R1112 佐貫橋    東京 八王子市    浅川     

R1113 明治橋    東京 八王子市  都道 46号 浅川  1959 20 6.1 桁橋  

R1114 大正橋    東京 八王子市    浅川     

R1115 高尾橋    東京 八王子市    浅川     

R1116 唐犬橋    東京 八王子市    浅川     

R1117 駒形橋    東京 八王子市    浅川     

R1118 堀口橋    東京 八王子市    浅川     

R1119 山王橋    東京 八王子市    浅川 

R1120 宮田橋    東京 八王子市    浅川     

R1121 川中折橋    東京 八王子市    浅川     

R1122 観音橋    東京 八王子市    浅川     

R1123 片井戸橋    東京 八王子市    浅川     

R1124 川口橋    東京 八王子市  都道 32号 浅川  1952 34.6 6 鈑桁 

R1125 西田橋    東京 八王子市    浅川     

R1126 滝の沢橋    東京 八王子市    浅川     

R1127 ？     東京 八王子市  圏央道 浅川  2005  2ｘ  

R1128 十内入橋    東京 八王子市    浅川     

R1129 東釜の沢橋   東京 八王子市    浅川     木桁橋 n=2 

R1130 釜の沢橋    東京 八王子市    浅川     

R1131 日向橋    東京 八王子市    浅川     

R1132 上川橋    東京 八王子市  都道 61号 浅川     

R1133 関戸橋    東京 八王子市    浅川  1933 9.2 7.3 鈑桁 

R1134 新関戸橋    東京 八王子市  都道 32号 浅川     

R1135 下田守橋    東京 八王子市    浅川     

R1136 重恵橋    東京 八王子市  都道 61号 浅川     

R1137 田守橋    東京 八王子市  都道 32号 浅川  1954 7.5 5.2 ＲＣ橋  

R1138 梅沢橋    東京 八王子市    浅川     

R1139 東久保橋    東京 八王子市    浅川     

R1140 久保橋    東京 八王子市  都道 32号 浅川  1945 9 4.5 桁橋  

R1141 午頭橋    東京 八王子市    浅川     

R1142 糀谷橋    東京 八王子市  都道 32号 浅川      

R1143 羽生入橋    東京 八王子市    浅川     

R1150 新井橋    東京 日野市  都道 503号 浅川  1960-3 136 7.5 ＲＣ橋 ｌ=5ｘ27.2 

R1151      東京    多摩ﾓﾉﾚｰﾙ 浅川  20001-20    

R1152 万願寺歩道橋（ふれあい橋） 東京 日野市    浅川  1991-    

R1153 高幡橋    東京 日野市  都道 41号 浅川  1923- 114.5 5.9 ＲＣ桁 ｎ=13  

R1154 一番橋    東京 日野市     浅川  1963-3 130 5.5 ＲＣ橋 

R1155 平山橋    東京 日野市  都道 155号 浅川  1936-3-31 126.3 5.5  

                 ＲＣゲルバー桁 ｌ=8.1+11@10+8.1  

R1156 滝合橋    東京 日野市    浅川    

R1157 長沼橋    東京 八王子市・日野市   浅川     

R1158 淺川橋梁    東京 八王子市・日野市 JR中央本線浅川  1939-3-31 137.2 複線  鈑桁 ｌ=2ｘ17.6+5ｘ16.9 

R1159 新淺川橋    東京 八王子市  国道 16号 浅川  1962- 117 20.5 合成鈑桁 ｎ=7  

R1160 淺川橋梁    東京 八王子市  JR八高線 浅川  1931-12-10 205 単線 鈑桁 ｌ=5ｘ19.2+4ｘ22.3 

R1161 大和田橋  おおわだ 東京 八王子市  国道 20号 浅川  1941-1 121.1 12+2@3  

               ＲＣゲルバーラ－メン桁橋 ｌ=13.9+5@18.6+13.9  

R1162 淺川大橋    東京 八王子市  都道 166号 浅川     

R1163 暁橋  あかつき 東京 八王子市    浅川  1960-5 122.6 6 ＰＣ連続桁橋 ｌ=2ｘ（3@20.2）  

R1164 淺川橋    東京 八王子市  国道 16号 浅川      

R1165 萩原橋  はぎわら 東京 八王子市  都道 32号 浅川  1932-6-30 111.6 7+2@1.5 ＲＣ連続桁橋 ｌ=4ｘ3@9m 

R1166 鶴巻橋    東京 八王子市  都道  浅川    

R1167 北浅川高架   東京 八王子市  中央高速 北淺川 1968-12-20 129.9 10.45 ＰＣ連続合成桁橋 ｌ=5ｘ25.8 

R1168 松枝橋    東京 八王子市  都道 46号 北淺川 1951- 143.2 3.6 木桁橋  

R1169      東京 八王子市    北淺川    潜水橋 

R1170 陵北大橋    東京 八王子市    北淺川     

R1171 元木橋    東京 八王子市    北淺川     

R1172 川原宿橋    東京 八王子市  都道 521号 北淺川 1952-10-30 32 5.5 ＲＣ橋  

R1173 川原宿大橋   東京 八王子市  都道 61号 北淺川     

R1174 深沢橋    東京 八王子市  都道 61号 北淺川     

R1175 松竹橋    東京 八王子市    北淺川     

R1176      東京 八王子市  圏央道 北淺川 2006  2ｘ  

R1177 東大沢橋    東京 八王子市    北淺川     

R1178 大沢橋    東京 八王子市    北淺川     

R1179 西大沢橋    東京 八王子市    北淺川     

R1180 板当橋    東京 八王子市    北淺川     

R1181 佐戸橋    東京 八王子市    北淺川     

R1182 駒木野橋    東京 八王子市  都道 521号 北淺川 1956 16 5.5 ＲＣ橋  
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R1183 黒沼田橋    東京 八王子市  都道 521号 北淺川 1952 18.6 5.5 ＲＣラ－メン橋 

R1184 長尾橋    東京 八王子市    北淺川     

R1185 金の星橋    東京 八王子市    北淺川     

R1186 宮尾橋    東京 八王子市  都道 521号 北淺川 1960 12.7 3.6 ＲＣ橋  

R1187 宵星橋    東京 八王子市  都道 521号 北淺川     

R1188 横川橋    東京 八王子市  都道  南浅川     

R1189 水無瀬橋  みなせ 東京 八王子市    南浅川 1985 59 16 架け替え 桁橋 ｎ=2  

R1190 五月橋    東京 八王子市    南浅川     

R1191      東京 八王子市    南浅川     

R1192 東横山橋    東京 八王子市  都道  南浅川     

R1193 横山橋    東京 八王子市  都道  南浅川 1958 46 5.6 木桁橋  

R1194 陵東橋    東京 八王子市    南浅川     

R1195 南淺川橋    東京 八王子市    南浅川 1936 53.3 12+2@3.7 ＲＣアーチ ｌ=32 

R1196 陵南大橋    東京 八王子市    南浅川     

R1197 敷島橋    東京 八王子市    南浅川 1940 19.6 4.5  

        木造上路ラチストラス橋 ｌ=19.6 ｎ=3 引張材に鋼，圧縮材に木材を使用。 ジベル使用  

R1198 両界橋    東京 八王子市  国道 20号 南浅川 1932 22.8 7.4 ＲＣ桁橋  

R1199 南淺川橋梁   東京 八王子市  JR中央線 南浅川 1962   複線化 

R1210 和田広橋    東京 中野区・杉並区   善福寺川     

R1211 駒ケ賀詞    東京 中野区・杉並区   善福寺川    鈑桁 

R1212 朝日橋    東京 中野区・杉並区   善福寺川    ＲＣ桁 

R1213 光明橋    東京 中野区・杉並区   善福寺川    ＲＣ桁 

R1214 霊峰橋    東京 中野区・杉並区   善福寺川    ＲＣ桁 

R1215 和田堀橋    東京 杉並区  都道 318号 善福寺川     

R1216 定塚橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道  

R1217 堀の内橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1218 本村橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 n=3 

R1219 紅葉橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1220 熊野橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1221 武蔵野橋    東京 杉並区    善福寺川     

R1222 済美橋    東京 杉並区   荒玉水道道路 善福寺川     

R1223 二枚橋    東京 杉並区    善福寺川    鈑桁 

R1224 大松橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1225 宮木橋    東京 杉並区    善福寺川     

R1226 ガス管橋    東京 杉並区    善福寺川   ガス管 鈑桁 

R1227 大宮橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1228 宿山橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 鈑桁 

R1229 宮下橋    東京 杉並区   松ノ木八幡通り 善福寺川    鈑桁 

R1230 八幡橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 鈑桁 

R1231 御供米橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1232 大成橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1233 白山前橋    東京 杉並区    善福寺川    PC桁橋 

R1234 成園橋  なりその 東京 杉並区    善福寺川   歩道  

R1235 成田下橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1236 成田上橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1237 尾崎橋    東京 杉並区  都道 7号 善福寺川     

R1238 相生橋    東京 杉並区    善福寺川     

R1239 天王橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1240 児童橋    東京 杉並区    善福寺川    鈑桁 

R1241 屋倉橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1242 せきれい橋   東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1243 西田橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1244 西園橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1245 なかよし橋    東京 杉並区    善福寺川   歩道 桁橋 

R1246 神通橋    東京 杉並区    善福寺川    PC桁橋 

R1247 西田端橋    東京 杉並区    善福寺川    鈑桁 

R1248 大谷戸橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1249 松渓橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1250 松見橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1251 春日橋    東京 杉並区    善福寺川    PC桁橋 

R1252 忍川下橋    おしかわしも 東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1253 忍川橋  おしかわ 東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1254 忍川上橋    おしかわかみ 東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1255 荻窪橋    東京 杉並区  都道 311号 善福寺川     

R1256 荻窪上橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1257 界橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1258 荻野橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1259 東吾橋  あづま 東京 杉並区    善福寺川    桁橋 
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R1260 本村橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1261      東京 杉並区   JR中央本線 善福寺川    鈑桁 

R1262 置田橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1263 神明橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1264 出山橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1265 鍛冶橋    東京 杉並区    善福寺川     

R1266 中田橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1267 城山橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1268 真中橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1269 社橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1270 丸山橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1271 山下橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1272 関根橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1273 駅通橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1274 井萩橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1275 原橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1276 宿橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1277 原寺分橋    東京 杉並区  都道 113号 善福寺川    鈑桁 

R1278 荻窪中学校施設橋  東京 杉並区    善福寺川   歩道  

R1279 耕整橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1280 寺分橋    東京 杉並区    善福寺川     

R1281 新町橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1282 八幡西橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1283 美濃山橋    東京 杉並区    善福寺川    桁橋 

R1284 （善福寺池）   東京 杉並区    善福寺川     

R1300 練兵衛橋  れんぺい 東京 江東区    大横川 1926 40.4 8 ゲルバー鈑桁 ｌ=10.4+15.7+10.4  

R1301 越中島連絡橋 えっちゅうじまれんらく 東京 江東区   大横川 1993 35.1 歩道 鈑桁  

R1302 越中島橋    えっちゅうじま 東京 江東区    大横川 1977 27.7 15.6 鈑桁  

R1303 黒船橋  くろふね 東京 江東区 都道」   大横川 1930 43.9 33 ゲルバー鈑桁 l=21.3 ｎ=3 

R1304 石島橋  いしじま 東京 江東区    大横川 1994 27.8 10.6 鈑桁  

R1305 巴橋    東京 江東区    大横川 1977 40.5 12.6 鈑桁  

R1306 東富橋  とうとみ 東京 江東区    大横川 1930 40.5 9+2@3 トラス ｌ=1ｘ39  

R1307 平野橋  ひらの 東京 江東区    大横川 1950 15 7 鈑桁 ｌ=14 

R1308      東京 江東区  首都高速 大横川     

R1309 平木橋  ひらき  東京 江東区  都道  大横川 1930 23.2 18.2 鈑桁  

R1310 新田橋  にった 東京 江東区    大横川 2003 15.1 3.4 歩道 鈑桁  

R1311 沢海橋  さわみ 東京 江東区    大横川 1930 25.7 33 鈑桁 

R1312 大横橋  おおよこ 東京 江東区    大横川 1988 26.4 11.8 鈑桁 ｎ=3  

R1313 豊木橋  とよき  東京      大横川 1991 20.4 11.5 鈑桁  

R1314 嘉留橋  かどめ 東京 江東区    大横川 1884 14.5 3.6 木橋 

R1315 富士見橋    東京 江東区    大横川     

R1316 茂森橋  しげもり 東京 江東区  都道  大横川 1929 30.3 22 鈑桁 ｌ=19.5 ｎ=2  

R1317 大栄橋  だいえい 東京 江東区    大横川 1929 38 11 トラス ｌ=1ｘ36.6  

R1318 福寿橋  ふくじゅ  東京 江東区    大横川 1929 39.1 11 トラス ｌ=1ｘ38.1  

R1319 三石橋  さんごく 東京 江東区    大横川 1929 38.9 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3 

R1320 亥之堀橋  いのほり 東京 江東区    大横川 2003 26.8  鈑桁  

R1321 扇橋  おうぎ  東京 江東区  都道  大横川 1929 40.6 22 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1322 猿江橋  さるえ  東京 江東区    大横川 1992 37.5 15.7 鈑桁 ｎ=3 

R1323 間之橋  あいの 東京 江東区・墨田区   大横川 1702 18 5.5 創架 

R1324 菊川橋  きくかわ 東京    都道  大横川 1989 38.2 22 ゲルバー鈑桁 ｌ=8.1+17.6+8.1  

R1325 菊柳橋  きくやなぎ 東京 墨田区    大横川 1930 38.7 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1326 南辻橋  みなみつじ 東京 墨田区    大横川 1931 34.9 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1327      東京 墨田区  首都高速 大横川     

R1328 八反目橋  はったんめ 東京 墨田区    大横川 1929 11.4 22 Ｉ型桁橋  

R1329 北辻橋  きたつじ 東京 墨田区    大横川 1659 18 3.6 板橋  

R1330 撞木橋  しゅもく 東京      大横川 1930 37.8 11 トラス 撤去 

R1331 江東橋  こうとう 東京 墨田区  国道 14号 大横川 1995 20.8 35 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1332      東京 墨田区    JR総武本線 大横川 1897  複線 

R1333 長崎橋  ながさき 東京 墨田区    大横川 1988   撤去 

R1334 清平橋  きよひら  東京 墨田区    大横川 1929 39.3 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3   

R1335 清平橋水管橋   東京 墨田区    大横川 1969 46 Φ2 パイプ桁橋 ｌ=44 

R1336 報恩寺橋  ほうおんじ 東京 墨田区  都道  大横川 1982 15.9 22.6  

R1337 紅葉橋  もみじ  東京 墨田区    大横川 1930 35.4 11 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1338 横川橋  よこかわ 東京 墨田区  春日通り 大横川 1928 33.1 22 ゲルバー鈑桁 ｌ=7.3+14+7.3 

R1339 平川橋  ひらかわ 東京 墨田区    大横川 1929 28.2 12.7 ポニートラス橋 ｌ=1ｘ27.6 

R1340 業平橋  なりひら  東京 墨田区    大横川 1662 12.6 3.6 創架 板橋  

R1350 （隅田川）↓            

R1351 一之橋（一つ目橋） いちの 東京 墨田区    竪川  1979 36.9 15 鈑桁  
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R1352 塩原橋  しおばら 東京 墨田区    竪川  1954 34.2 6+2@2.5 合成鈑桁 ｌ=9.25+15+9.25   

R1353 千歳橋  ちとせ 東京 墨田区    竪川  1981 35.4 11.2 トラス ｌ=35 

R1354 二之橋（二つ目橋） にの 東京 墨田区  都道  竪川  1999 25.9 25 鈑桁  

R1355 西竪川橋    にしたてかわ 東京 墨田区    竪川  1929 35.8 6+2@2.5 ゲルバー鈑桁 ｌ=9.9+15.3+9.9 

R1356 竪川橋  たてかわ 東京 墨田区    竪川  1953 35.6 11 木橋  

R1357 新竪川橋    しんたてかわ 東京 墨田区    竪川  1929 36.4 15 ゲルバー鈑桁 ｎ=3 

R1358 三之橋（三つ目橋） さんの 東京 墨田区  都道  竪川  1974 37.3 22 ゲルバー鈑桁 ｌ=9.7+14.3+9.7   

R1359 菊花橋  きくはな 東京 墨田区    竪川  1950 35.7 7.5 鈑桁 

R1360 新辻橋  しんつじ 東京 墨田区    竪川  1930 36.8 15 ゲルバー鈑桁 ｎ=3  

R1361 牡丹橋  ぼたん 東京 墨田区    竪川  1929 35.6 11 鈑桁 

R1362 四之橋（四ツ目橋） しの 東京 墨田区・江東区  都道 竪川  1971 35 36 鈑桁  

R1363 松本橋  まつもと 東京 墨田区・江東区   竪川  1929 35.6 12.2 トラス ｌ=1ｘ34.5  

R1364 亀島橋    東京 江東区    竪川  1956 31.6 6 鈑桁 ｎ=3 

R1365 竪川橋梁  たてかわ  東京 江東区   国鉄越中島線 竪川  1929 ≒85 単線   

               ワ－レントラス橋 ｌ=37.8  鈑桁 ｌ=1ｘ19.1+2ｘ13  

R1366 五之橋  ごの  東京 江東区  都道  竪川  1928 30.3 21.9 ゲルバー鈑桁 ｌ=13 ｎ=3  

R1367 竪川橋梁    東京 江東区  市電  竪川  1921  複線 廃線 1975年歩道橋となる 

R1368 竪川人道橋 たてかわじんどう 東京 江東区    竪川  1975 23.1 6.6 鈑桁 ｎ=3 

R1369 昭和橋  しょうわ 東京 江東区    竪川  1984 18.6 11.6 鈑桁 ｎ=2 

R1370 竪川大橋    たてかわおお 東京 江東区  都道  竪川   25   

R1371 中之橋    東京 江東区    竪川  1933   トラス橋  

R1372 六の橋    東京 江東区    竪川  1936 24 6 鈑桁 ｎ=3 

R1373 新六の橋  しんろくの 東京 江東区    竪川  1955 26.5 9*2@3 埋め立てにより撤去 

R1374 （中川）↑    東京        

R1380 落合橋    東京 板橋区    白子川     

R1381 水道橋    東京 板橋区    白子川     

R1382 三園橋    東京 板橋区  都道  白子川     

R1383      東京・埼玉 板橋区・和光市  白子川     

R1384 成増橋    東京 板橋区    白子川 1963 12.3 11 ＲＣ橋  

R1385      東京 板橋区    白子川     

R1386 白藤橋    埼玉 和光市    白子川     

R1387 藤ノ木橋    埼玉 和光市    白子川     

R1388 水木橋    埼玉 和光市    白子川     

R1389 成和橋    東京・埼玉 板橋区・和光市  白子川     

R1390 大成橋    東京・埼玉 板橋区・和光市  白子川     

R1391 城口橋    埼玉 和光市    白子川     

R1392      埼玉 和光市  東武東上線 白子川 1914    

R1393      埼玉      白子川 1937  複線 

R1394      埼玉 和光市  地下鉄有楽町線 白子川 1987  複線  

R1395 白子橋    埼玉 和光市    白子川 1964   永久橋  

R1396 東埼橋    埼玉 和光市  県道  白子川     

R1397 東埼橋    埼玉 和光市  国道２５４号 白子川     

R1398     東京・埼玉 練馬区・和光市   白子川     

R1399 水源治橋   東京・埼玉 練馬区・和光市    白子川     

R1400     東京・埼玉 練馬区・和光市 都道  白子川     

R1401 芝屋橋   東京・埼玉 練馬区・和光市   白子川     

R1402 越後山橋   東京・埼玉 練馬区・和光市   白子川     

R1403 下中里橋   東京・埼玉 練馬区・和光市   白子川     

R1404 不動橋    東京 練馬区    白子川     

R1405 別荘橋    東京 練馬区  都道  白子川     

R1406 中里橋    東京 練馬区    白子川     

R1407 万年橋    東京 練馬区    白子川     

R1408      東京 練馬区    白子川     

R1409 向下橋    東京 練馬区    白子川     

R1410      東京 練馬区    白子川     

R1411 新橋戸橋    東京 練馬区    白子川     

R1412      東京 練馬区  関越自動車道 白子川     

R1413      東京 練馬区  関越自動車道ランプ 白子川     

R1414      東京 練馬区  都道  白子川     

R1415 三ツ橋    東京 練馬区    白子川     

R1416 水道橋    東京 練馬区    白子川     

R1417 東映橋    東京 練馬区    白子川     

R1418 外山橋    東京 練馬区    白子川 1962 10.8 6.1  

R1419      東京 練馬区    白子川 1972   架替え  

R1420      東京 練馬区    白子川     

R1421      東京 練馬区    白子川     

R1422      東京 練馬区    白子川     

R1423 七福橋    東京 練馬区    白子川 1949    
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R1424 子安橋  こやす 東京 練馬区    白子川 1959 9 6.2  

R1425 北豊島橋    東京 練馬区    白子川 1964 9.4 5.6 架替え  

R1426      東京 練馬区    白子川 1973   架替え  

R1427 学園橋    東京 練馬区    白子川 1964 15.6 12.4  

R1428      東京 練馬区    白子川 1972   架替え  

R1429 前田橋    東京 練馬区    白子川     

R1430      東京 練馬区    白子川     

R1431 中島橋    東京 練馬区  都道  白子川 1960 6.6 6.7  

R1432 一新橋    東京 練馬区    白子川     

R1433      東京 練馬区    白子川     

R1434 宮本橋    東京 練馬区    白子川 1962 9.4 5.9  

R1435      東京 練馬区    白子川 1974   架替え  

R1436 泉橋    東京 練馬区  都道  白子川 1957 6.9 6.3  

R1437      東京 練馬区  西武池袋線 白子川 1929  複線   

R1439 緑橋    東京 練馬区    白子川     

R1440 松殿橋    東京 練馬区    白子川 1967 6.9 4  

R1441 火の橋    東京 練馬区    白子川     

R1442 井頭橋    東京 練馬区    白子川     

R1443 （大泉井頭公園） 

R1450 昭和橋    東京 品川区  国道 357号 目黒川 1930 35.4 16.7 ＲＣ桁 

R1451 州崎橋    東京 品川区    目黒川     

R1452 品川橋    東京 品川区    目黒川 1928 27.1 7.3 Ｉ型桁 

R1453 新品川橋    東京 品川区    目黒川     

R1454 鎮守橋  ちんじゅ 東京 品川区    目黒川 1928 25,2 4.5 Ｉ型桁 

R1455 荏川橋  えがわ 東京 品川区    目黒川 1927 25.6 3.9 鋼橋  

R1456 目黒川橋梁   東京 品川区  京浜急行 目黒川 1904    

R1457 東海橋  とうかい  東京 品川区  国道 15号 目黒川 1927 26 14,5+2@3.5 ＲＣ桁  

R1458 要津橋  ようしん 東京 品川区    目黒川 1939 25.8 9.1 鈑桁 

R1459 目黒川橋梁   東京 品川区  JR東海道本線 目黒川     

R1460 目黒川橋梁   東京 品川区  JR京浜東北線 目黒川     

R1461 三獄橋    東京 品川区    目黒川     

R1462 目黒川橋梁   東京 品川区  東海道新幹線 目黒川     

R1463 目黒川橋梁   東京 品川区  国鉄品鶴線 目黒川 1929  複線  

R1464      東京      JR横須賀線 目黒川 1980    

R1465 目黒川橋梁   東京 品川区  ＪR山手線 目黒川 1885    

R1466 居木橋  いるき 東京 品川区  都道 317号 目黒川 1929 25.2 21.8 鈑桁 ｎ=3  

R1467 森永橋  もりなが 東京 品川区    目黒川 1966 26.2 2.3 鋼橋  

R1468 鈴懸歩道橋   東京 品川区    目黒川     

R1469 御成橋    東京 品川区    目黒川 1929 30 16.8 合成鈑桁 l=1ｘ29.3 

R1470 山本橋    東京 品川区    目黒川     

R1471 上目黒川橋   東京 品川区  ＪR山手線 目黒川 1989  4線 鈑桁 ｌ=32.4  

R1472 目黒川橋梁   東京 品川区  ＪR埼京線 目黒川 2002    

R1473 ふれあい K字橋   東京 品川区    目黒川     

R1474 目黒川橋梁   東京 品川区  東急池上線 目黒川 1928    

R1475 大崎橋  おおさき  東京 品川区    目黒川 1929 27.9 21.6 鋼ラ－メン鈑桁  

R1476 五反田大橋   東京 品川区  国道１号 目黒川 1958 26.9 32.7+2@3.75 PC桁 

R1477 谷山橋    東京 品川区    目黒川 1932 26.1 5.5 Ｉ型桁  

R1478 市場橋    東京 品川区    目黒川     

R1479 亀の甲橋    東京 品川区    目黒川     

R1480 目黒川橋梁   東京 品川区  東急目黒線 目黒川 1997   鈑桁  

R1481 太鼓橋 たいこ  東京 目黒区    目黒川 1932 26.2 5.5 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ 

R1482 目黒新橋 めぐろしん  東京 目黒区    目黒川 1933 25.7 22  ＲＣオ－プンアーチ ｌ=16.8  

R1483 ふれあい橋   東京 目黒区    目黒川     

R1484 田道橋    東京 目黒区    目黒川     

R1485 中里橋    東京 目黒区    目黒川     

R1486 田楽橋    東京 目黒区    目黒川     

R1487 槐橋    東京 目黒区    目黒川 1877 11 1.8 土橋 

R1488 さいかち橋    東京      目黒川     

R1489 目黒川橋梁   東京      目黒川 1964    

R1490 目黒川橋梁   東京 目黒区  東急東横線 目黒川 1927  2線 鈑桁 ｌ=6.9+15.4+6.8 

R1491       東京 目黒区  地下鉄日比谷線 目黒川 1964    

R1492 別所橋    東京 目黒区    目黒川     

R1493 宿山橋  しゅくやま 東京 目黒区    目黒川 1967 16 6.5 ＲＣ橋  

R1494 朝日橋    東京 目黒区    目黒川     

R1495 千歳橋    東京 目黒区    目黒川     

R1496 南部橋    東京 目黒区    目黒川     

R1497 目黒橋    東京 目黒区    目黒川 1927 16.5 21.8 鈑桁 

R1498 東山橋    東京 目黒区    目黒川     
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R1499 氷川橋    東京 目黒区    目黒川     

R1500 常盤橋    東京 目黒区    目黒川     

R1501 大橋  おお  東京 目黒区  国道 246号 目黒川 1964 17.7 28+2@5 合成鈑桁  

R1502 大橋    東京 目黒区  首都高速 目黒川     

R1510 二子玉川橋梁   東京 世田谷区 東急田園都市線 野川  1976  4ｘ単線 鋼桁橋 ｌ=54+54 

R1511 二子橋  ふたご 東京 世田谷区    野川  1954   ｌ=36.5区間を拡幅 ｂ=23.5 鈑桁 ｎ=2 

R1512 兵庫橋    東京 世田谷区    野川     RCスラブ橋 n=3 潜水橋 

R1513 新二子橋  しんふたご 東京 世田谷区  国道 246号 野川  1974 577.9 20.5 鋼連続箱桁 ｌ=3ｘ（3@65.7）  

R1514      東京 世田谷区    野川     

R1515 船路橋    東京 世田谷区   玉川電気軌道 野川 1924  単線  鈑桁  

R1516 新吉沢橋    東京      野川     東急砧線を転用 

R1517 吉沢橋    東京 世田谷区    野川     

R1518 野川水道橋   東京 世田谷区    野川  1957 31 歩道 水道管 2本 トラス  

R1519 天神森橋    東京 世田谷区  都道  野川  2004    

R1520 町田橋    東京 世田谷区    野川     

R1521 野川橋    東京 世田谷区  東名高速 野川  196８    

R1522 新井橋    東京 世田谷区  都道 11号 野川  1919    

R1523 大正橋    東京 世田谷区    野川     

R1524 水道橋    東京 世田谷区  都道 428号 野川     

R1525 茶屋道橋    東京 世田谷区    野川     

R1526 喜多見大橋   東京 世田谷区  都道 11号 野川     

R1527 中野田橋    東京 世田谷区    野川     

R1528 雁追橋    東京 世田谷区    野川     

R1529 中之橋    東京 世田谷区  都道 3号 野川     

R1530 上野田橋    東京 世田谷区    野川     

R1531 野川橋梁    東京 世田谷区  小田急 野川  1968  複線 鋼下路 箱桁 ｌ=40.4 

R1532 神明橋    東京 世田谷区    野川     

R1533 谷戸橋  やと  東京 調布市・狛江市   野川     

R1534 小足立橋  こあだち 東京 調布市・狛江市   野川     

R1535 糟嶺橋  かすみね 東京 調布市    野川  1974    

R1536 野川大橋  のがわおお 東京 調布市・狛江市 都道 114号 野川     鈑桁  

R1537 高谷橋  たかや 東京 調布市  都道  野川  1964    

R1538 小金橋  こがね 東京 調布市・狛江市   野川  1965    

R1539 箕和田橋  みのわだ 東京 調布市・狛江市   野川     

R1540 野川橋  のがわ 東京 調布市・狛江市   野川  1967    

R1541 大町橋  おおまち 東京 調布市・狛江市  都道 野川  1992    

R1542 車橋  くるま  東京 調布市    野川 1965    

R1543 野川橋梁    東京 調布市  京王線 野川  1913    

R1544 馬橋    東京 調布市  国道 20号 野川     

R1545 中島橋    東京 調布市    野川  1968   PC桁橋 

R1546 おかね橋    東京 調布市    野川  1968    

R1547 細田橋    東京 調布市    野川  1967    

R1548 大橋    東京 調布市    野川  1967    

R1549 土橋    東京 調布市    野川     

R1550 一之橋    東京      野川  1868    

R1551 榎橋  えのき 東京 調布市  都道 121号 野川     

R1552 火事橋    東京 調布市    野川     

R1553 虎狛橋  こはく  東京      野川  1969    

R1554 又住橋  またずみ 東京 調布市  都道  野川     

R1555 橋場橋    東京 調布市    野川     石橋 

R1556 野川橋    東京 調布市  中央高速 野川  1968 60.7 2x10.45 合成鈑桁 ｌ=59.6 

R1557 雁橋    東京 調布市    野川     

R1558 中耕地橋    東京      野川  1968    

R1559 御塔坂橋  おとうざか 東京 三鷹市・調布市  都道 12号 野川     石造アーチ n=2 

R1560 羽沢橋    東京 三鷹市    野川     

R1561 清水橋    東京 三鷹市    野川     

R1562 大沢橋    東京 三鷹市  都道 123号 野川     

R1563 八幡橋    東京 三鷹市    野川     

R1564 榛沢橋    東京 三鷹市    野川     

R1565 野水橋    東京 三鷹市    野川     

R1566 飛橋  とび  東京 三鷹市    野川     

R1567 相曾浦橋    あいそのうら 東京 三鷹市    野川     鈑桁  

R1568 御狩野橋  みかりの 東京 三鷹市  都道  野川     PC桁橋  

R1569 泉橋    東京 三鷹市    野川     

R1570 富士見大橋   東京 三鷹市  都道 14号 野川     PC桁橋  

R1571 樫橋  かしのき 東京 三鷹市    野川     

R1572 檪橋    東京 三鷹市    野川     

R1573 桜橋    東京 調布市・小金井市   野川     
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R1574 柳橋    東京 調布市・小金井市   野川     

R1575 水木橋  みずき 東京 調布市・小金井市   野川     

R1576 紅葉橋    東京 調布市・小金井市   野川     

R1577 楢橋  なら  東京 調布市・小金井市   野川     

R1578 栗橋    東京 調布市・小金井市   野川     

R1579 二枚橋  にまい 東京 小金井市    野川     鈑桁  

R1580 二枚橋川橋梁   東京 小金井市    西武多摩川線 野川  1919   PC箱桁  

R1581 小金井新橋   東京 小金井市    野川     鈑桁 

R1582 中前橋    東京 小金井市    野川     

R1583 天神橋    東京 小金井市    野川     

R1584 丸山橋    東京 小金井市    野川     

R1585 新前橋  しんまえ 東京 小金井市  都道 15号 野川     

R1586 前原小学校   東京 小金井市    野川     カルバート 

R1587 貫井大橋    東京 小金井市  都道 15号 野川     PC桁橋  

R1588 鞍尾根橋  くらおね 東京 小金井市    野川     

R1589 長谷戸橋    東京 国分寺市    野川     

R1590 平安橋    東京 国分寺市    野川     

R1591 ？     東京 国分寺市  都道 133号 野川     

R1592      東京 国分寺市  都道立川国領線 野川     

R1593      東京 国分寺市  JR中央線 野川  1889   カルバート 

R1594      東京 国分寺市  西武国分寺線 野川  1894   カルバート 

R1595 建仁橋    東京 国分寺市  日立製作所構内 野川     

R1596 一里塚橋    東京 国分寺市    野川  1931 7.3  煉瓦アーチ ｌ=1.8 

R1600 旭橋    東京 大田区    呑川  1960   木橋 

R1601 藤兵衛橋  とうべえ  東京 大田区    呑川  1935 27.6  ゲルバー鈑桁 ｎ=3 

R1602 末広橋  すえひろ  東京 大田区    呑川  1935 30.6  鈑桁 ｎ=3 

R1603 東橋  あずま  東京 大田区    呑川  1935 "28,5" 鈑桁 ｎ=3 

R1604 呑川新橋    東京 大田区  国道 131号 呑川  1935 28.3  鈑桁 ｎ=3 

R1605 八幡橋    東京 大田区    呑川  1962   ＲＣ橋 

R1606 北糀谷橋  きたこうじや 東京 大田区    呑川  1937 27.9  鈑桁 ｎ=3 

R1607 宝来橋    東京 大田区    呑川  1954    

R1608 清水橋    東京 大田区    呑川  1,954   鈑桁 ｎ=3 

R1609 天神橋    東京 大田区    呑川  1960   鈑桁 ｎ=3 

R1610 夫婦橋  めおと  東京 大田区  国道 15号 呑川  1924 14.7 14.56+2@2.6 RC桁橋、RCスラブ橋 

R1611      東京 大田区  京急  呑川     

R1612 弾正橋    東京 大田区    呑川  1978    

R1613 柳橋    東京 大田区    呑川  1985    

R1614 仲之橋    東京 大田区    呑川  1944 19.5  鈑桁  

R1615 菖蒲橋  あやめ 東京 大田区  都道多摩堤通り 呑川  1939 28  鈑桁 

R1616 御成橋    東京 大田区    呑川  1957   木橋 

R1617 宮之橋    東京 大田区    呑川  1988    

R1618      東京 大田区  JR東海道本線 呑川  1872    

R1619      東京 大田区  JR京浜東北線 呑川  1914    

R1620 馬引橋    東京 大田区    呑川  1956   木橋 

R1621 山野橋    東京 大田区    呑川  1983    

R1622 大平橋    東京 大田区    呑川  1959   木橋 

R1623 双流橋    東京 大田区    呑川  1960   PC桁 

R1624 若宮橋    東京 大田区    呑川  1958   PC桁 

R1625 日蓮橋    東京 大田区    呑川  1981   桁橋 

R1626 上堰橋    東京 大田区    呑川  1958   PC桁 

R1627 一本橋    東京 大田区    呑川  1960   PC桁 

R1628 堤方橋  つつみかた 東京 大田区    都道池上通り 呑川  1935 14.7 15 鈑桁 ｌ=13.7 

R1629 浄国橋    東京 大田区    呑川  1961   PC桁 

R1630 養源寺橋    東京 大田区    呑川  1955   木橋 

R1631 妙見橋    東京 大田区    呑川  1960   木橋 

R1632 霊山橋  りょうざん 東京 大田区    呑川  1952   RC橋 

R1633 稲荷橋    東京 大田区    呑川  1956   鈑桁 

R1634 古橋    東京 大田区    呑川  1956   木橋 

R1635 鶴林橋    東京      呑川  1966    

R1636 谷築橋    東京 大田区    呑川  1955   木橋 

R1637 久崎橋    東京 大田区    呑川  1964    

R1638 池上橋    東京 大田区  国道 1号 呑川  1969 18.1 21+2@2 鋼箱桁 

R1639 北之橋    東京 大田区    呑川  1951   鈑桁 

R1640 長栄橋    東京 大田区    呑川  1952   木橋 

R1641 根方橋  ねかた 東京 大田区    呑川  1952   RC橋 

R1642 仲之橋    東京 大田区    呑川  1968    

R1643 八幡橋    東京 大田区    呑川  1937 29.2  鈑桁 

R1644 久根橋    東京 大田区    呑川  1957   ＲＣ橋 



 ２２ 

R1645 道々橋  どうどう 東京 大田区    呑川  1952 11 7,2 ＲＣ橋  

R1646 本村橋    東京 大田区    呑川  1957   ＲＣ橋 

R1647 芹が谷橋    東京 大田区    呑川  1954   木橋 

R1648      東京 大田区   JR横須賀線 呑川  1929  複線  

R1649      東京 大田区   東海道新幹線 呑川  1964  複線  

R1650 境橋    東京 大田区    呑川  1957   ＲＣ橋 

R1651 東橋    東京 大田区    呑川  1977    

R1652 谷中橋    東京 大田区    呑川  1954   木橋 

R1653 鷹の橋    東京 大田区    呑川  1955    

R1654 水神橋    東京 大田区    呑川  1978    

R1655 鶴の橋    東京 大田区    呑川  1955   木橋 

R1656 円長寺橋    東京 大田区    呑川  1955   木橋 

R1657 居村橋    東京 大田区    呑川  1956   木橋 

R1658 雪の橋    東京 大田区    呑川  1956   木橋 

R1659 西の橋    東京 大田区    呑川  1957   鈑桁 

R1660 山下橋    東京 大田区    呑川  1956   ＲＣ橋 

R1661 宮前橋    東京 大田区    呑川  1957   ＲＣ橋 

R1662 二之橋    東京 大田区    呑川  1958   ＲＣ橋 

R1663 石川橋梁    東京 大田区  東急池上線 呑川  1927 15.2  鈑桁  

R1664 一之橋    東京 大田区    呑川  1951   PC橋 

R1665 雪ケ谷橋    東京 大田区    呑川  1774   石橋 

R1666 石川橋  いしかわ 東京     都道中原街道 呑川  1948 8.5 25.3 ＲＣ橋  

R1667 柳橋    東京 大田区    呑川  1951    

R1668 島本橋    東京 大田区    呑川  1952    

R1669 三十八号歩道橋   東京 大田区    呑川  1952    

R1670 島畑橋    東京 目黒区・大田区   呑川  1953   ＲＣ橋 

R1671 境橋    東京 目黒区・大田区   呑川  1953   ＲＣ橋 

R1680 豊海橋  とよみ 東京 中央区    日本橋川 1927 46.3 6+2@1  

                 鋼下路フイレンデール橋 ｌ=45.1  

R1681 上水道橋    東京 中央区  都水道局 日本橋川    鋼下路アーチ 

R1682 湊橋  みなと 東京 中央区    日本橋川 1928 49 18.5 ＲＣア－チ ｌ=12+17.3+12 

R1683 茅場橋  かやば 東京 中央区    日本橋川 1992 52.1 35 鈑桁 トラス 

R1684 鎧橋  よろい 東京 中央区    日本橋川 1957 56.7 23.9  

               ゲルバー鈑桁 ｌ=16+23.9+16 吊桁は合成鈑桁  

R1685 江戸橋  えど  東京 中央区  昭和通り 日本橋川 1929 62.9 33+2@5.5  

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ=28.4+28.4  

R1686 日本橋  にほん 東京 中央区    日本橋川 1911 49.1 18.3+2@4.5  

                石造ア－チ ｆ=2，7 ｌ=21 ｎ=2 732kg/m2  

R1687 西河岸橋  にしがし 東京 中央区    日本橋川 1925 51.6 6+2@2.5  

               ゲルバー鈑桁 ｌ=11.5+28.4+11.2 内桁はトラス  

R1688 一石橋  いっこく 東京 中央区    日本橋川 1997 60.8 14 架替え 鈑桁 ｎ=2  

R1689 常盤橋  ときわ  東京 千代田区・中央区   日本橋川 1926 39 27 ＲＣア－チ ｌ=19.5 ｎ=2  

R1690 新常盤橋  しんときわ 東京 千代田区・中央区   日本橋川 1988 39 27.6 架け替え 鋼箱桁 

R1691      東京    新幹線 日本橋川     

R1692 常磐橋（外濠橋）   東京 千代田区  国鉄中央線 日本橋川 1919  4線 メラン式ア－チ ｌ=38.1 ｆ=8.1石張り 

R1693 鎌倉橋  かまくら  東京 千代田区    日本橋川 1929 30.2 22  

                メラン式ＲＣ上路固定アーチ ｌ=30.2 ｆ=2.9  

R1694 神田橋  かんだ 東京 千代田区    日本橋川 1980 36.7 32.5 架替え 鈑桁 n=3 

R1695 錦橋  にしき  東京 千代田区    日本橋川 1927 33.8 22  

               ＲＣ固定バランスドオ－プンア－チ ｌ=7.9+20+7.9  

R1696 伊豆橋    東京 千代田区    日本橋川 1590    

R1697 一つ橋  ひとつ 東京      日本橋川 1925 19.6 28 鈑桁 ｌ=1ｘ14  

R1698 雉子橋  きじ  東京 千代田区    日本橋川 1925 31.9 22.9+2@4.5  

                鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ=30  

R1699 宝田橋  たからだ 東京 千代田区    日本橋川 1968 26.8 7 鋼箱桁 トラス 

R1700 俎橋  まないた 東京 千代田区    日本橋川 1983   鈑桁 トラス 

R1701 南堀留橋  みなみほりどめ 東京 千代田区    日本橋川 1928 26.4 6+2@2.5 ゲルバー鈑桁 ｌ=7+11.5+7  

R1702 堀留橋  ほりどめ 東京 千代田区    日本橋川 1928 26.8 27.5 メラン式上路固定充腹アーチ ｌ=25.6 

R1703 新川橋  しんかわ  東京 千代田区    日本橋川 2002 35.3 3 鈑桁 トラス 

R1704 新三崎橋 しんみさき  東京 千代田区    日本橋川 2002 28.3 11.2 鈑桁 トラス 

R1705 小石川橋通架道橋 こいしかわばしどおり 東京 千代田区 JR中央線 日本橋川 1904 76.6 2ｘ単線  

            鋼上路トラス 単線型ｘ2 ｌ=25.4 複線型鋼鈑桁 ｌ=2ｘ13.2+1ｘ23.1 

R1706 三崎橋 みさき   東京 千代田区    日本橋川 1954 28 7 下路鈑桁 ｌ=27.5  

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


