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FR14:川を渡る橋・神奈川県 
 

 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      神奈 横浜市西区  京浜急行 石崎川     

R0002 浅山橋  あさやま 神奈 横浜市西区    石崎川 1928 24.5 16＋2＠2.7  Ｉ型桁橋 ｎ＝3 

R0003      神奈 横浜市西区    石崎川   歩道  

R0004 高島橋  たかしま 神奈 横浜市西区    石崎川 1929 17 16.6＋2＠2.7 鈑桁 

R0005 敷島橋   しきしま 神奈 横浜市西区    石崎川 1930 15.5 5.5（8？）  鈑桁 

R0006 梅香崎橋  うめがさき 神奈 横浜市西区    石崎川 1929 19 3.6 鈑桁 ｎ＝3 

R0007      神奈 横浜市西区  相模鉄道 石崎川     

R0008 平戸橋  ひらと  神奈 横浜市西区    石崎川 1928 17 8 鈑桁 

R0009 西平沼橋    にしひらぬま 神奈 横浜市西区    石崎川 1928 16.8 22 鈑桁 

R0010 扇田橋  おおぎだ 神奈 横浜市西区    石崎川 1928 11.8 9 Ｉ型桁橋 ｌ＝9.8 

R0011 要橋  かなめ 神奈 横浜市西区    石崎川 1961 12.1 7 ＰＣ桁 

R0012 浜松橋  はままつ 神奈 横浜市西区    石崎川 1970 12.8 1.5 鋼橋 

R0013 みなとみらい橋   神奈 横浜市西区  鉄道  帷子川   複線  

R0014 みなとみらい大橋  神奈 横浜市西区    帷子川     

R0015 築地橋    神奈 横浜市西区    帷子川 1970 35.5 27.5 Ｉ型桁橋 ｌ＝7.4＋2＠8.1 

R0016 万里橋  ばんり 神奈 横浜市西区    帷子川 1929 33 16.6＋2＠2.7 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3  

R0017      神奈 横浜市西区  京浜急行 帷子川 1933  複線  

R0018      神奈 横浜市西区  JR根岸線 帷子川 1872  単線  

R0019      神奈 横浜市西区   ＪＲ東海道本線 帷子川 1926  複線 ローゼ橋 

R0020      神奈 横浜市西区  相模鉄道 帷子川 1933  単線  

R0021 平沼橋    神奈 横浜市西区    帷子川 1997 27.8 21 鋼下路アーチ橋 

R0022 平沼橋  ひらぬま 神奈 横浜市西区    帷子川 1928 79.2 6＋2＠1.55 ゲルバー鈑桁＋鈑桁 ｎ＝6 

R0023 元平沼橋  もとひらぬま 神奈 横浜市西区    帷子川 2005 25.1 9 鈑桁 

R0024 平岡橋  ひらおか 神奈 横浜市西区    帷子川 1970 28.2 8 ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0025 沼野橋  ぬまの 神奈 横浜市西区    帷子川 1998 28 11 鈑桁 

R0026 尾張屋橋    神奈 横浜市西区  国道 16号 帷子川 1981 18.3 21.8  

R0027 水道橋    神奈 横浜市西区    帷子川 1996 35.5 11 鈑桁 

R0031 金港橋    神奈 横浜市西区  国道１号 派新田間川 1988 29.1 24＋2＠6 鈑桁 

R0032      神奈 横浜市西区  首都高速 派新田間川     

R0033 月見橋  つきみ 神奈 横浜市西区    派新田間川 1929 21.8 7.3 鈑桁 

R0034      神奈 横浜市西区  京浜急行 派新田間川     

R0035      神奈 横浜市西区   ＪＲ東海道本線 派新田間川   3複線  

R0036 鶴屋橋  つるや 神奈 横浜市西区    派新田間川 1955 25.4 10.9 鈑桁 

R0037 西鶴屋橋  にしつるや 神奈 横浜市西区    派新田間川 1988 25 17 桁橋 

R0038 北幸橋    きたさいわい 神奈 横浜市西区    派新田間川 1996 29.8 36 鈑桁 ｌ＝21.4  

R0039 二之橋    神奈 横浜市西区    派新田間川 1992 24.8 12，5 桁橋 

R0040 幸川橋    神奈 横浜市 西区   幸川  1978 30.2 24.2  

R0041 幸橋    神奈 横浜市 西区   幸川  1978 42.3 5.2 鈑桁 

R0042 南幸橋  みなみさいわい 神奈 横浜市 西区   幸川  1954 28.1 9.3 鈑桁 ｎ＝2 

R0043 内海橋  うつみ 神奈 横浜市 西区   幸川  1954 26.8 16 合成鈑桁 ｌ＝26  

R0044 一之橋  いちの 神奈 横浜市 西区   新田間川 1956 27.7 6 ＲＣ橋 ｎ＝2 

R0045 新田間橋  あらたま 神奈 横浜市 西区   新田間川 1927 25.8 16.6＋2＠2.7 鈑桁 ｌ＝21 

R0046 岡野橋  おかの 神奈 横浜市 西区   新田間川 1974 24.5 11.5 鈑桁 

R0047 浅間橋    神奈 横浜市 西区   新田間川 2001 20.7 11.5 ＰＣ桁橋 

R0048 霜下橋  しもした 神奈 横浜市 西区   新田間川 1960 19.3 7.5 ＲＣ橋（鈑桁？） 

R0049 藤江橋  ふじえ 神奈 横浜市 西区   新田間川 1975 23.3 1.5 鈑桁 

R0050 鳥帽子田橋 えぼうしだ 神奈 横浜市 西区   新田間川 1962 19.1 9.6 鈑桁 

R0060 折越橋  おりこし 神奈 横浜市泉区    和泉川    廃橋、撤去 

R0061 新折越橋  しんおりこし 神奈 横浜市泉区    和泉川 1985 21 4.5 鈑桁 

R0062 鍋屋橋  なべや 神奈 横浜市泉区    和泉川  10.4 4，2 ＲＣ橋 

R0063 ？     神奈 横浜市泉区    和泉川    潜水橋 

R0064 中和田橋  なかわだ 神奈 横浜市泉区    市道環状４号 和泉川     

R0065 赤坂橋  あかさか 神奈 横浜市泉区    和泉川 1959 6.5 5.5 ＲＣ橋 

R0066 四ツ谷橋  よつや 神奈 横浜市泉区    和泉川 1980 17 1.8歩道 鈑桁 

R0067 草木橋  くさき  神奈 横浜市泉区    和泉川 1982 16.8 4.5 ＲＣ橋 

R0068 和泉川橋梁 いずみかわ 神奈 横浜市泉区 地下鉄ブルーライン 和泉川   複線 桁橋 

R0069 関島橋  せきじま 神奈 横浜市泉区    和泉川 1984 8 3 ＰＣ橋 

R0070 御蔵橋  おくら  神奈 横浜市泉区    和泉川 1984 17.3 9 ＲＣ橋 

R0071 石橋  いし  神奈 横浜市泉区    和泉川 1935 4 3，4 ＲＣ橋 

R0072 ？     神奈 横浜市泉区    和泉川 1985 17.1 4.5 ＲＣ橋 
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R0073 中村橋  なかむら 神奈 横浜市泉区    和泉川 1985 16.7 9 ＲＣ橋 

R0074 曙橋  あけぼの 神奈 横浜市泉区    和泉川 1990    

R0075 和泉橋  いずみ 神奈 横浜市泉区  県道 22号 和泉川 1993 16.9 25 鈑桁 

R0076 和泉脇橋  いずみわき 神奈 横浜市泉区    和泉川 1977 9，4 2.5 鈑桁 

R0077 神田橋  かんだ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1988 16.1 4.5 ＲＣ橋 

R0078 宮下橋  みやした 神奈 横浜市泉区    和泉川 1933 6.2 3.1 ＲＣ橋 

R0079 ？     神奈 横浜市泉区    和泉川 1988 16.1 5 ＲＣ橋 

R0080 宮下新橋    みやしたしん 神奈 横浜市泉区    和泉川 1988 15.9 4.5 ＲＣ橋 

R0081 上分橋  かみわけ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1988 15.8 6.5 ＲＣ橋 

R0082 中和泉橋  なかいずみ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1978 9 1.5歩道 鈑桁 

R0083 主水分橋  もんどわけ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1960 8.5 4 ＲＣ橋 

R0084 和泉川橋梁 いずみかわ 神奈 横浜市泉区  相模鉄道 和泉川     

R0085 宮西橋  みやにし 神奈 横浜市泉区    和泉川 1985 10 13.1 鈑桁 

R0086 大坪橋    神奈 横浜市泉区    和泉川    PC桁橋 

R0087 日向橋  ひなた 神奈 横浜市泉区    和泉川 1974 4 3 ＲＣ橋 

R0088 上和泉橋歩道橋 かみいずみ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1984 8.6 1.8 鈑桁 

R0089 上和泉橋  かみいずみ 神奈 横浜市泉区    和泉川 1984 3.8 6.2 ＲＣ橋 

R0090 和泉川橋梁 いずみかわ 神奈 横浜市泉区   東海道新幹線 和泉川 1964    

R0091 北の境橋    神奈 横浜市泉区    和泉川  14.7 6.5 ＲＣ橋 

R0092 宮沢橋    神奈 横浜市瀬谷区   和泉川      

R0093 わいずみ橋   神奈 横浜市瀬谷区   和泉川  3.1 12 ＲＣ橋  

R0094      神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 2005     

R0095 山王橋  さんのう 神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1992 5.3 7.9 鈑桁  

R0096 宮前橋  みやまえ 神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1983 6 8.3 ＰＣ橋  

R0097 ？     神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 2003   ＰＣ橋  

R0098 赤間おとなり橋   神奈 横浜市瀬谷区   和泉川      

R0099 中橋  なか  神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1976 5.6 4 ＲＣ橋  

R0100 ？     神奈 横浜市瀬谷区   和泉川    PC桁橋  

R0101 東山ふれあい橋   神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 2008     

R0102 東山橋  ひがしやま 神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1979 7 5.5 ＲＣ橋  

R0103 ？     神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1999     

R0104 大神橋  おおがみ 神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1974 5.1 4 ＲＣ橋  

R0105 ？     神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1974 5.1 4 ＲＣ橋   

R0106 やすらぎ橋   神奈 横浜市瀬谷区   和泉川 1998   木造下路ﾗｰﾒﾝ橋  

R0107 二ツ橋    神奈 横浜市瀬谷区 県道 40号 和泉川      

R0108 二ツ橋    神奈 横浜市瀬谷区 県道 45号 和泉川 1952 6.7 15.3 ＲＣ橋 

R0109 和泉川橋梁 いずみかわ 神奈 横浜市瀬谷区 相模鉄道 和泉川     

R0110 山下橋  やました 神奈 横浜市中区  県道 82号 堀川   1962 54 13＋2＠2.5  ＰＣ2 ヒンジ門型ラ－メン橋 ｌ＝47 

R0111 フランス橋    神奈 横浜市中区    堀川  1984  4（歩道）  

               鋼連続ラーメン箱桁 l=25+20＋28.2＋31.3＋17.6 

R0112 谷戸橋  やと  神奈 横浜市中区    堀川  1927 29 9＋2＠3  

              鋼上路 3 ヒンジスパンドレルブレ－スドア－チ ｌ＝1ｘ27.4 

R0113 代官橋  だいかん 神奈 横浜市中区    堀川  1983 35.4 4（歩道） 鋼床版鈑桁 l＝34.7 

R0114 前田橋  まえだ 神奈 横浜市中区    堀川  1983 30.8 7.8＋2＠3  中路鋼床版箱桁  

R0115 市場通り橋  いちばどおり 神奈 横浜市中区    堀川  1983 30 3.8（歩道） 中路鈑桁 l＝29.2 b＝3.75 

R0116 西ノ橋  にしの 神奈 横浜市中区    堀川  1926 32.8 21.9 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ橋 ｌ＝22 

R0117 中村川橋梁   神奈 横浜市中区  JR根岸線 中村川 1964  複線 鈑桁 ｌ＝1ｘ23 

R0118 石川町駅前歩道橋  神奈 横浜市中区    中村川     

R0119 亀之橋  かめの 神奈 横浜市中区    中村川 1987 24.4 23.5 鈑桁 

R0120 翁橋  おきな 神奈 横浜市中区    中村川 1988 24.2 12.8 ＲＣ橋 

R0121 車橋  くるま  神奈 横浜市中区    中村川 1989 32.4 18 鈑桁 

R0122 東橋公園橋 あずまばしこうえん 神奈 横浜市南区   中村川 1989 23.8 3 鈑桁 

R0123 東橋  あずま 神奈 横浜市中区・南区   中村川 1989 24.5 12 鈑桁 

R0124 三吉橋  みよし 神奈 横浜市南区    中村川 1986 23.9 14 鈑桁 

R0125 浦舟水道橋 うらふねすいどう 神奈 横浜市南区   中村川 1989 24.3 5.6 トラス 

R0126 道場橋  どうじょう 神奈 横浜市南区    中村川 1986 24 14 鈑桁 

R0127 久良岐橋  らき  神奈 横浜市南区    中村川 1988 25.5 12 鈑桁 

R0128 池下橋  いけした 神奈 横浜市南区 横浜市  中村川 1912 36  鋼箱桁 

R0129 睦橋  むつみ 神奈 横浜市南区  国道 16号 中村川 1987 35 27.8 鈑桁 

R0130 日枝橋  ひえ 神奈 横浜市南区     中村川 1982 29.1 11.5 鋼箱桁 

R0131 共進橋  きょうしん 神奈 横浜市南区    中村川 1982 29.1 11.5 鋼箱桁 

R0132 吉野橋  よしの 神奈 横浜市南区  県道 21号 中村川 1926 25.9 16＋2＠2.7 鈑桁 

R0133 葭屋橋  しや  神奈 横浜市南区    中村川 1984 29.5 11.5 鈑桁 

R0140 国際橋    神奈 横浜市中区・西区   大岡川     

R0151 大岡川橋梁  おおおかがわ 神奈 横浜市中区・西区 国鉄横浜港線 大岡川 1928  単線  ポニ－ワ－レントラス ｌ＝30.2 ｎ＝3 

R0152 汽車道    神奈      大岡川 1998  歩道  

R0153 北仲橋    神奈 横浜市中区    大岡川    桁橋 n＝2 

R0154 弁天橋  べんてん 神奈 横浜市中区  国道 133号 大岡川 1976 54.4 27 鋼床版鈑桁 桁橋 n＝3 
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R0155 住吉橋  すみよし 神奈 横浜市中区    大岡川 1989 94.8 5（歩道） 鋼箱桁橋 

R0156 大江橋    神奈 横浜市中区  国道 16号 大岡川 1973 50 16＋2＠4  鋼床版鈑桁 ｌ＝2＠21.5  

R0157 第三桜木町架道橋 だいさんさくらぎちょう 神奈 横浜市中区 JR根岸線 大岡川 1964  複線  

           第一径間－鋼ロ－ゼ桁 ｌ＝67.2 鋼箱桁 第三径間－鋼ロ－ゼ桁 ｌ＝45 

R0158 第三大岡川橋   神奈      大岡川    合成鈑桁 ｌ＝25.4 ｎ＝5 

R0159 桜川橋（B） さくらがわ 神奈 横浜市中区    大岡川 1973 41.8 16.8 鈑桁 n＝2 

R0160 桜川橋（A）桜橋   神奈      大岡川 1973 38.7 16.8 鈑桁 

R0161 野毛橋    神奈 横浜市中区    大岡川 1859   創架 

R0162 都橋  みやこ 神奈      大岡川  1928 26.6 7.3＋2＠1.8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝5.8＋11.7＋5.8 

R0163 宮川橋  みやかわ 神奈 横浜市中区    大岡川 1929 27.1 7.3 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3  

R0164 権兵衛橋    神奈 横浜市中区    大岡川 1851    

R0165 長者橋  ちょうじゃ 神奈    県道 80号 大岡川 1928 27 16.6＋2＠2.6 ＲＣア－チ ｌ＝26 

R0166 旭橋  あさひ 神奈 横浜市中区    大岡川 1928 27.7 5.5 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3 

R0167 黄金橋    神奈 横浜市中区    大岡川 1928 27.2 7.3＋2＠1.8 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3 

R0168 末吉橋  すえよし 神奈 横浜市中区   大岡川 1929 25.9 5.2 ＲＣ上路 2 ヒンジオ－プンア－チ橋 鋳鋼製ヒンジ 

R0169 末吉橋歩道橋   神奈      大岡川 1970 29.7 2.3（歩道） 平行して歩道橋を架設 鈑桁 

R0170 太田橋  おおた 神奈 横浜市中区   横浜市道 81号 大岡川 1928 27.4 16.6＋2＠2.7 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3 

R0171 栄橋    神奈 横浜市南区    大岡川 1989 29.1 12 鈑桁 

R0172 白金橋    神奈 横浜市南区    大岡川 1976 28.6 3（歩道） 鈑桁 

R0173 道慶橋  どうけい 神奈 横浜市南区    大岡川 1928 27.2 7.3 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3 

R0174 一本橋  いっぽん 神奈 横浜市南区   大岡川 1928 26.9 14.8＋2＠2.6  ゲルバー鈑桁 ｌ＝7.4＋12.1＋7.4 

R0175 山王橋歩道橋   神奈 横浜市南区    大岡川 1988 33.6 2 鈑桁 

R0176 山王橋  さんのう 神奈 横浜市南区    大岡川 1927 27 6，4 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3  

R0177       神奈 横浜市南区  首都高 大岡川     

R0178 清水橋  しみず 神奈 横浜市南区    大岡川 1987 25.7 17.2 鈑桁 

R0179 井土ケ谷橋 いどがや 神奈 横浜市南区    大岡川 1963 20.9 9.6 単純鈑桁 ｎ＝3 

R0180 蒔田橋  まいた 神奈 横浜市南区    大岡川 1932 17.2 9.5 単純鈑桁 

R0181 鶴巻橋  つるまき 神奈 横浜市南区   横浜市道 84号 大岡川 1928 17.2 16＋2＠2.7 鈑桁 

R0182 大井橋  おおい 神奈 横浜市南区    大岡川 1928 16.8 7.3 鈑桁 

R0183 広岡橋    神奈 横浜市南区    大岡川 1993 19.3 12 架け替え 鋼箱桁橋 

R0184 観音橋  かんのん 神奈 横浜市南区    大岡川 1966 18.6 6.5  中路単純鋼床版鈑桁 ｌ＝17.9 屋根付き 

R0185 花見橋    神奈 横浜市南区    大岡川 1959 17 3.6 ＲＣ橋 

R0186 与七橋  よしち  神奈 横浜市南区  県道 21号 大岡川 1967 18.3 21.1 ＰＣ橋 

R0187 中里橋  なかざと 神奈 横浜市南区    大岡川 1959 18.1 3.6 ＰＣ橋 

R0188 向田橋  むかいだ 神奈 横浜市南区    大岡川 1963 18.8 5 鈑桁 

R0189 越戸橋  こしど 神奈 横浜市南区・港南区   大岡川 1928 14.5 3.7 木桁橋 

R0190 最戸下橋  さいどしも 神奈 横浜市南区・港南区  大岡川 1973 20 13 鈑桁 

R0191 最戸橋  さいど  神奈 横浜市港南区 県道 21号 大岡川 1956 18.9 21.9 鈑桁 

R0192 大岡川橋梁 おおおかがわ 神奈 横浜市港南区 京浜急行 大岡川 1930  複線 鈑桁 ｌ＝1ｘ21.3＋1ｘ6 

R0193 大久保橋  おおくぼ 神奈 横浜市港南区   大岡川 1988 21 5.8 鈑桁 

R0194 久保橋  くぼ  神奈 横浜市港南区   大岡川 1932 18.1 5.4 ゲルバー鈑桁 

R0195 青木橋  あおき 神奈 横浜市港南区   大岡川 1973 17.8 6 鈑桁 

R0200      神奈 横浜市栄区  JR根岸線 いたち川     

R0201      神奈 横浜市栄区    JR横須賀線 いたち川     

R0202      神奈 横浜市栄区  JR東海道本線 いたち川     

R0203      神奈 横浜市栄区  JR根岸線 いたち川     

R0204 いたち川橋   神奈 横浜市栄区    いたち川 1973- 19，5 3  

R0205 柚川橋    神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0206 水神橋    神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0207 新橋  にい  神奈 横浜市栄区  県道 203号 いたち川 1980- 20.9 9.5 ＲＣ橋 

R0208 花の木橋  はなのき 神奈 横浜市栄区    いたち川 1987- 20.3 3 鈑桁 

R0209 海里橋  かいり 神奈 横浜市栄区    いたち川 1970- 20.9 6.5 鋼箱桁橋 

R0210 警察学校橋   神奈 横浜市栄区    いたち川  1   

R0211 城山橋  しろやま 神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0212 大いたち橋   神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0213 天神橋  てんじん 神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川 1988 20.7 15.6 鈑桁 

R0214 上耕地橋  かみこうち 神奈 横浜市栄区    いたち川 1992- 15.8 9.5 ＲＣ橋 

R0215 小長谷橋  こはせ 神奈 横浜市栄区    いたち川 1992- 15.8 4.5 ＲＣ橋 

R0216 桂橋  かつら 神奈 横浜市栄区    いたち川 1970- 11.7 10 ＲＣ橋 

R0217 学校裏橋    神奈 横浜市栄区    いたち川 1977- 12.2 1.5 木橋 

R0218 本郷橋  ほんごう 神奈 横浜市栄区    いたち川 1990-  歩道 桁橋 

R0219 日東橋  にっとう 神奈 横浜市栄区    いたち川 1967 7.8 6.5 ＲＣ橋 

R0220 扇橋  おおぎ 神奈 横浜市栄区    いたち川 1998    

R0221 辺渕橋  へんふち 神奈 横浜市栄区    いたち川 1998    

R0222 稲荷橋  いなり  神奈 横浜市栄区    いたち川 1970 13，5 6 ＲＣ橋 

R0223 青葉橋  あおば 神奈 横浜市栄区    いたち川 1966 8 3.9 ＲＣ橋 

R0224 葉月橋    神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0225 尾月橋  おづき 神奈 横浜市栄区    いたち川 1975 40 9 ＲＣ橋 
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R0226 石原橋  いしはら 神奈 横浜市栄区    いたち川 2006  歩道  

R0227 紅葉橋  もみじ  神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川 1937 12.6 9 ＲＣ橋 

R0228 元中島橋  もとなかじま 神奈 横浜市栄区    いたち川 1981 10 2.3 鈑桁 

R0229 大内川橋    神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0230 中島橋  なかじま 神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川 1947 10.6 9 ＲＣアーチ橋 

R0231 音坂橋  おとさか 神奈 横浜市栄区    いたち川 1985 11 2 鈑桁 

R0232 千載橋  せんざい 神奈 横浜市栄区    いたち川 1982 22.5 9.5 鋼箱桁橋 

R0233 上郷橋  かみごう 神奈 横浜市栄区    いたち川 1972 12.6 16  

R0234 神戸橋  ごうと  神奈 横浜市栄区    いたち川 1943 14.2 7.5 ＲＣ橋 

R0235 新神戸橋  しんごうと 神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川     

R0236 うぐいす橋    神奈 横浜市栄区    いたち川  6 1.6 鈑桁 

R0237 白山橋  はくさん 神奈 横浜市栄区    いたち川 1974 13 16 ＲＣ橋 

R0238 昇龍橋  しょうりゅう 神奈 横浜市栄区    いたち川 1914 5.5 1.9 石造ア－チ ｌ＝1ｘ3.9 

R0239 権現橋  ごんげん 神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0240 杉の木橋  すぎのき 神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川 1943 6.1 10.7 ＲＣ橋 

R0241 朝比奈下橋 あさひなしも 神奈 横浜市栄区    いたち川 1967 6.8 6.5 ＲＣ橋 

R0242 義経橋  よしつね 神奈 横浜市栄区  県道 23号 いたち川     

R0243 弁慶橋  べんけい 神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0244 みなもと一の橋   神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0245 みなもと二の橋   神奈 横浜市栄区    いたち川     

R0250 鶴見大橋    神奈 横浜市鶴見区   鶴見川 1948 19.7 7 鈑桁 ｌ＝15.7＋2ｘ7＋24ｘ8 

R0251      神奈    県道 6号 鶴見川 1963 220 13＋2@2.5  

                 合成鈑桁 l＝29.4＋5x31.4＋29.4 

R0252 臨海高速鶴見川橋  神奈    首都高速横羽線 鶴見川 1968 288 16.5 鈑桁 ｌ＝9ｘ32 

R0253 鶴見水管橋   神奈    工業用水 鶴見川 1961 232｡7 Φ1 連続パイプ桁橋 

R0254 鶴見川専用橋   神奈    東京電力 鶴見川 1963 254 2.2 鋼連続桁橋 ｌ＝9ｘ32  

R0255 鶴見川ガス専用橋  神奈    東京ガス 鶴見川 1992 232  三角トラス橋 

R0256 鶴見川橋梁   神奈 横浜市鶴見区 ＪＲ鶴見線 鶴見川 1981 148 複線 鋼箱桁橋 ｌ＝39.7 ｎ＝4 

R0257 鶴見川橋歩道橋   神奈 横浜市鶴見区   鶴見川 1970   l=41.64+53.65+40.31 

R0258 鶴見川橋    神奈    臨港線 鶴見川 1981 132.2 9.5 連続鈑桁 n＝4 

R0259 潮見橋  しおみ 神奈 横浜市鶴見区   鶴見川 2009 125 7+2@4 連続鈑桁 ｎ＝3 

R0260 新潮鶴橋    しんしおつる 神奈 横浜市鶴見区   鶴見川 1967 111.6 16 ＲＣ橋 ｌ＝2ｘ25＋3ｘ20 

R0261 潮鶴橋  しおつる 神奈    県道 2号 鶴見川 1988 113.8 16 鋼箱桁橋？ｎ＝3 

R0262 ガス専用橋   神奈      鶴見川    ｌ＝5ｘ20 

R0263 芦穂橋  あしほ 神奈 横浜市鶴見区   鶴見川 1988 123 22 連続鈑桁 ｎ＝3 

R0264 鶴見川ガス専用橋  神奈 横浜市鶴見区 東京ガス 鶴見川 1977 118  パイプ 

R0265 鶴見橋    神奈    国道 15号 鶴見川 1978 148.5 14+(2.75+1.5) ＲＣＴ型桁橋 ｌ＝10.9 ｎ＝10 

R0266 鶴見橋専用橋   神奈    東京電力・ＮＴＴ 鶴見川 1983 188.2 5.7 ＰＣ連続桁橋ｌ＝36＋46＋36 

R0267 鶴見川橋梁   神奈 横浜市鶴見区 京浜急行 鶴見川 1905  複線 鈑桁 ｌ＝6ｘ12.2＋2ｘ9.1 

R0268 汚水圧送管橋   神奈 横浜市鶴見区 横浜市下水道 鶴見川 1972 120 4 鋼連続箱桁 ｌ＝37＋37.765＋37 

R0269 鶴見橋    神奈 横浜市鶴見区 旧・東海道 鶴見川 1919   木桁橋 

R0270 鶴見川橋（旧・鶴見橋）  神奈      鶴見川 1997 119 12 ＲＣＴ桁 ｌ＝10ｘ10.9 

R0271 鶴見川橋梁   神奈 横浜市鶴見区 ＪＲ東海道貨物支線 鶴見川 1973 126 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ41.5 

R0272 鶴見川橋梁   神奈    ＪＲ東海道本線 鶴見川 1972 129 複線 木橋 桧材 

R0273 鶴見川橋梁   神奈    ＪＲ京浜東北線 鶴見川 1912 112 複線 鈑桁 ｌ＝8ｘ13 

R0274 鶴見川橋梁   神奈     ＪＲ横須賀線 鶴見川 1970 126 複線 ｌ＝3ｘ40 

R0275 末吉北部水管橋   神奈 横浜市鶴見区 横浜市下水道 鶴見川 1968 121 3 鋼連続箱桁 ｌ＝38＋45＋38 

R0276 土橋    神奈 横浜市鶴見区   鶴見川  32.73 3.79 木橋 

R0277 森永橋  もりなが 神奈      鶴見川 1939    

R0278 森永橋歩道橋   神奈      鶴見川 1972 109.8 2.3 鈑桁 ｌ＝22.6＋42＋44 

R0279 作橋    神奈 下末吉村    鶴見川    1881年頃橋あり 

R0280 鶴見大橋(新鶴見橋)  神奈 横浜市鶴見区 国道 1号 鶴見川 1950 99.6 18＋2＠2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝29.7＋39.6＋29.7 

R0281 鶴見水管橋   神奈 横浜市鶴見区 川崎市二号排水本管 鶴見川 1954 114 径 1.2 鋼パイプ桁橋 ｌ＝3ｘ24＋2ｘ21 

R0282 末吉橋  すえよし 神奈 横浜市鶴見区・川崎市幸区 県道 14号 鶴見川 1964 107.9 12.7 合成鈑桁 n＝5 

R0283 駒岡橋    神奈 川崎市    鶴見川     

R0284 高根橋    神奈 横浜市鶴見区   鶴見川  27.58 3.64 木橋 

R0285 鷹野大橋  たかのおお 神奈 横浜市鶴見区・川崎市幸区 県道 111号 鶴見川 1964 200 13.5  

               ＰＣゲルバー桁橋 ｌ＝36.5＋42＋43＋42＋36.5 

R0286 鷹野橋  たかの 神奈 横浜市鶴見区・港北区  鶴見川     

R0287 鷹野橋人道橋    神奈      鶴見川 1969 164.9 3 連続鈑桁 2ｘ41.3＋2ｘ41.25 

R0288 樽綱橋  たるつな 神奈 横浜市鶴見区・港北区  鶴見川 1990 165 10.5 鋼連続箱桁橋 

R0289 鶴見川橋梁   神奈 横浜市港北区 東海道新幹線 鶴見川 1964 227.4 複線 鋼単純箱桁橋 ｌ＝37.5 ｎ＝6 

R0290 大綱共同トラス橋  神奈 横浜市港北区 横浜市水道・東京ガス・ＮＴＴ 鶴見川 1979 173  トラス 

R0291 綱島橋    神奈 横浜市港北区 県道六角橋日吉 鶴見川 1970 172.9 6+2.25  

           鋼中路箱桁＋鋼連続中路箱桁 ｌ＝（25.2）＋（44.65＋45＋29.65）＋（26.2）  

R0292 大綱橋  おおつな 神奈    県道 2号 鶴見川 1977 172.9 6＋  

        （並行して架設）鋼中路箱桁＋鋼連続中路箱桁 ｌ＝（25.2）＋（44.65＋45＋29.65）＋（26.2） 
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R0294 大綱橋水管橋   神奈    横浜市水道 鶴見川 1969 173 トラス ｌ＝1ｘ25.95＋2ｘ45＋1ｘ30＋1ｘ26.95 

R0295 鶴見川橋梁   神奈 横浜市港北区 東急東横線 鶴見川 1926 189 複線  

               鈑桁 ｌ＝1ｘ12.675＋8ｘ13.564＋2ｘ13.64＋1ｘ22.86 

R0296 太尾橋  ふとお 神奈 港北区・都筑郡新田村  鶴見川 1836 27 3 廃橋 

R0297 新羽橋  にっぱ 神奈 横浜市港北区 県道 140号 鶴見川 1983 108.1 9 鋼連続箱桁 

R0298 新羽橋汚水圧送管橋  神奈 横浜市港北区 横浜市下水道 鶴見川 1978 140  連続鈑桁 

R0299 作橋    神奈 横浜市港北区   鶴見川     

R0300 新横浜大橋   神奈 横浜市港北区   鶴見川 1995 310 22 鈑桁 

R0301 亀甲橋人道橋   神奈 横浜市港北区   鶴見川 1975 105.6 2.3 鈑桁 ｌ＝3ｘ35 

R0302 亀甲橋  かめのこう 神奈 横浜市港北区   鶴見川 2002 148.2 7+4 連続鈑桁 ｌ＝36.5＋2＠37.1＋36.5 

R0303 五六橋    神奈 小机村    鶴見川    亀甲橋の前身？ 

R0304 大竹橋    神奈 横浜市港北区   鶴見川 1984 66.2 3.6 鈑桁 

R0305 小机大橋  こずくえおお 神奈 横浜市港北区 市道新横浜元石川線 鶴見川 1983 136.4 32 鈑桁 

R0306 鶴見川橋    神奈 横浜市港北区 第三京浜 鶴見川 1965 180 2x14.05  

                ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝55＋70＋55 

R0307 川向橋  かわむかう 神奈 横浜市港北区   鶴見川 1986 95.4 8.5 鈑桁 

R0308 新川向橋   しんかわむかう 神奈 横浜市港北区・都筑区 県道 12号 鶴見川 1977 221.1 15 鈑桁 

R0309 鴨池橋  かもいけ 神奈 横浜市緑区・都筑区  鶴見川 1990   連続鈑桁 

R0310 鴨池大橋    かもいけおお 神奈      鶴見川 2003 455 18 鋼ニールセン橋 l＝130 

R0311 鴨池水管橋   神奈 横浜市緑区・都筑区 横浜市水道 鶴見川 1971 132  トラス 

R0312 落合橋  おちあい 神奈 横浜市緑区・都筑区 中原街道 鶴見川 1966 94 6 鋼箱桁 

R0313 落合人道橋   神奈      鶴見川 1979 94 2.5 鈑桁 

R0314 千代人道橋   神奈 横浜市緑区・都筑区  鶴見川 1984 57.5 2.5 鈑桁 

R0315 千代橋  ちよ  神奈      鶴見川 1969 56.4 7 ＲＣ橋 

R0316 精進橋  しょうじん 神奈 横浜市緑区・都筑区  鶴見川 1968 45.2 6 ＲＣ橋 

R0317 精進人道橋   神奈      鶴見川 1986 50 2 鈑桁 

R0318 天神橋  てんじん 神奈 横浜市緑区・都筑区  鶴見川 1984 50.2 9..5 鈑桁 

R0319 学校橋  がっこう 神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1966 43.1 6.5 ＰＣＴ桁 ｎ＝2 

R0320 学校人道橋   神奈      鶴見川 1990 45.5  連続鈑桁 

R0321 鶴見川橋  つるみがわ 神奈 横浜市青葉区 東名高速 鶴見川 1968 68 2x14.5 連続鈑桁 ｌ＝2＠33.5 

R0322 谷本橋    神奈 横浜市青葉区   鶴見川     

R0323 谷本川橋梁 やもとがわ 神奈 横浜市青葉区 東急田園都市線 鶴見川 1966 54  トラス 

R0324 谷本川水管橋   神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1967 47 歩道 鈑桁 

R0325 新川間橋    神奈 横浜市青葉区 国道 246号 鶴見川 1954 38.6   

R0326 新川間人道橋   神奈      鶴見川 1991 38.6  鈑桁  

R0327 川間人道橋 かわま 神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1985 45.7 2 鈑桁 ｎ＝2 

R0328 川間橋  かわま 神奈      鶴見川 1967 43.6 6 ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0329 川間橋専用橋   神奈     ＮＴＴ 鶴見川 1972 41.7  トラス 

R0330 宮前橋  みやまえ 神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1968 35.9 6 ＲＣ橋 ｎ＝2 

R0331 宮前人道橋   神奈      鶴見川 1986 41.8 2 鋼下路箱桁 

R0332 常盤橋  ときわ  神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1972 48.6 8.5 連続鈑桁 

R0333 常盤橋人道橋   神奈      鶴見川     

R0334 鴨志田橋  かもしだ 神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1973 35.3 5 ＲＣ橋 ｎ＝2 

R0335 河内橋  こうち  神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1973 34.3 5 ＲＣ橋 ｎ＝2 

R0336 寺家橋  じけ  神奈 横浜市青葉区   鶴見川 1975 41.8 8 鈑桁 ｎ＝2 

R0337 寺家橋人道橋   神奈      鶴見川     

R0338 水車橋  すいしゃ 神奈 横浜市青葉区・川崎市麻生区 鶴見川 1974 39.7 6.5 鋼箱桁 

R0339 思廻橋  おんまわし 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 19751 34.5   

R0340 麻生橋  あさお 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 19751 27   

R0341 四つ木橋    東京 町田市    鶴見川 1973 13  鈑桁 

R0342 子の神橋  ねのかみ 東京 町田市    鶴見川 1977 24.8  鈑桁  

R0343 精進場橋  しょうじんば 東京 町田市    鶴見川 1979 26  鈑桁  

R0344 水管橋    東京 町田市    鶴見川 １979 26  三角トラス 

R0345 岡上橋  おかがみ 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 1983 22.9   

R0346 宝殿橋  ほうでん 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 1985 33.3  鈑桁  

R0347 岡上跨線橋 おかがみ 神奈 川崎市麻生区 県道 139号 鶴見川 1968 222.8  ＲＣ門型ラーメン＋桁 

R0348 本村橋  もとむら 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 1986 24.1  ＰＣ桁 

R0349 睦橋  むつみ 東京 町田市    鶴見川 1986 19.9  ＰＣ桁 

R0350 川井田人道橋   神奈 川崎市麻生区   鶴見川 1990 23.7 歩道  

R0351 大正橋    神奈・東京 麻生区・町田市  鶴見川 1990 13.1   

R0352 鶴見川橋梁 つるみがわ 神奈 川崎市麻生区 小田急小田原線 鶴見川 1987 25.1 複線  

R0353 鶴見川橋梁（旧） つるみがわ 神奈 川崎市麻生区 小田急小田原線 鶴見川 1927 15.2 複線 鈑桁 撤去 

R0354 新川井田橋  しんかわいだ 神奈 川崎市麻生区   鶴見川 1987 17.7   

R0355 川井田橋    東京 町田市    鶴見川 1954 18.8  ｎ＝2 

R0356 下川戸橋    東京 町田市  鶴川街道 鶴見川 1992 26.1  鈑桁  

R0357 八坂橋    東京 町田市    鶴見川     

R0358 弁天橋    東京 町田市    鶴見川     

R0359 住吉橋    東京 町田市    鶴見川 1954 12.6   



 ６ 

R0360 関山橋    東京 町田市    鶴見川 1992   一部流失 仮橋を架設 

R0361 春日橋  かすが 東京 町田市    鶴見川 １957 13.6  ＲＣ桁 

R0362 川島橋    東京 町田市    鶴見川 1970 17.3  Ｈ型桁橋 

R0363 鍛冶屋車橋 かじやくるま 東京 町田市    鶴見川 1981 17.5   

R0364 袋橋歩道橋 ふくろ  東京 町田市  鎌倉街道 鶴見川 1983    

R0365 袋橋  ふくろ  東京 町田市  鎌倉街道 鶴見川 1956 12.4   

R0366 新袋橋    東京 町田市    鶴見川     

R0367 参道橋    東京 町田市    鶴見川 1928 15.5  ＲＣ桁橋 ｎ＝2 

R0368 （無名の橋）   東京 町田市    鶴見川 1955 12 歩道 上路トラス 私費で架設 市に寄贈 

R0369 丸山橋    東京 町田市    鶴見川 1986 11.1   

R0370 鎧橋  よろい 東京 町田市    鶴見川 1978 32.5  鈑桁  

R0371 鶴見橋    東京 町田市    鶴見川 1959 9.3   

R0372 新高木橋    東京 町田市    鶴見川 1988 12.5  通行」止め 

R0373 山並橋    東京 町田市    鶴見川 1966 13.5   

R0374 宮川橋歩道橋   東京 町田市    鶴見川     

R0375 宮川橋    東京 町田市    鶴見川 1958 10  旧名 かわら橋 

R0376 竹橋    東京 町田市    鶴見川 1951 8  当初は私費 竹製 

R0377 図師大橋  づしおお 東京 町田市  県道 57号 鶴見川 1949 10.3 14 ＲＣ橋 

R0378 日陰橋    東京 町田市図師町   鶴見川 1954 9.3  ＲＣ橋 

R0379 坂下橋    東京 町田市    鶴見川 1950 9   

R0380 宮橋    東京 町田市    鶴見川 1971 9.2   

R0381 桜橋    東京 町田市    鶴見川 1961 6.7   

R0382 新竹之内橋   東京 町田市    鶴見川 1983 14.1  ＰＣ桁橋 

R0383 竹之内橋    東京 町田市    鶴見川 1967 5  ＲＣ橋 

R0384 丁八反坂橋 ちょうはったんさか 東京 町田市下小山田町   鶴見川 1929 5.3  ＲＣ橋 

R0385 山の端橋    東京 町田市下小山田町  鶴見川 1991 10.1   

R0386 新橋  しん  東京 町田市下小山田町  鶴見川 1934 5.3  ＲＣ橋 

R0387 下根橋    東京 町田市下小山田町  鶴見川 1941 4.2  ＲＣ橋 

R0388 中川橋    東京 町田市下小山田町  鶴見川 1947 3  ＲＣ橋 

R0389 上小山田七号橋   東京 町田市下小山田町  鶴見川  2.7  ＲＣ橋 

R0390 第一鮎津橋 あゆづ 神奈 厚木市  県道  中津川 1956 200 6.5+2@1.5 合成鈑桁 ｎ＝9  

R0391 鮎津橋  あゆづ  神奈 厚木市   中津川 1946 172.6 5  

R0392 中津川橋    神奈 厚木市  国道 129号 中津川 1969 368 23.5  

           連続鈑桁 ｌ＝41＋3＠48＋41 ＲＣ連続スラブ橋 ｌ＝2＠15＋2ｘ（3＠17）＋9 

R0393 才戸橋  さいど  神奈 厚木市愛川町 県道 63号 中津川 1986 143.6 10.2 連続鈑桁 ｌ＝43.6＋55.4＋43.6 

R0394 八菅橋    神奈      中津川 1966 130 4 鋼橋 桁橋 ｎ＝6 

R0395 角田大橋    神奈 愛川町    中津川     

R0396 平山大橋  ひらやま 神奈      中津川 2003   旧橋は歩道橋となる  

R0397 平山橋    神奈       中津川 1926 114.9 4.5 トラス ｌ＝34.56 ｎ＝2分を架け替え 

R0398      神奈      中津川 2003   旧橋は歩道橋となる  

R0399 馬渡橋  まわたり 神奈      中津川 1925 47.3 4.9 プラットトラス ｌ＝1ｘ46.3 

R0400 愛川橋    神奈      中津川 1974 70 8 トラス PC桁 

R0401 日向橋  ひなた 神奈      中津川 1930 61.8 5.5 トラス ｌ＝1ｘ61 

R0402 愛川大橋    神奈    国道 412号 中津川     

R0410 湘南大橋   しょうなんおお 神奈 平塚市・茅ヶ崎市 国道 134号 相模川 1986 698 8+3.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3＠88）＋3＠55.6  

R0411 馬入川橋梁  ばにゅうがわ 神奈 平塚市 ＪＲ東海道本線 相模川 1926 644.4 3線 単線型鈑桁 各 ｌ＝28ｘ22.3 

R0412 馬入橋  ばにゅう 神奈 平塚市・茅ヶ崎市 国道１号 相模川 1980 563 7.5+2@2.5  

            鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（2＠71.4）＋（80.6＋90＋80.1） 鈑桁 ｌ＝1ｘ26.1 

R0413 湘南銀河大橋 しょうなんぎんがおお 神奈 平塚市・寒川町 県道 44号 相模川 1998 520.3 (7.5+3)  

              鋼斜張橋 ｌ＝108＋242＋109＋32.3 鋼箱桁 ｌ＝62.3 

R0414 神川橋  かみかわ 神奈 平塚市・寒川町 県道 45号 相模川 1953 301.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21＋9＠28.6＋21.8 

R0415      神奈    県道 44号 相模川 1992 493 7.5＋2＠2.5  

              ＰＣ連続箱桁 ｌ＝（72.2＋100＋92.2＋48.6）＋（2＠48.6） 

R0416 寒川取水堰   神奈    県企業局 相模川     

R0417 相模川橋梁 さがみがわ 神奈 平塚市・寒川町 ＪＲ東海道新幹線 相模川 1964 668 複線  

               連続トラス ｌ＝2ｘ（3＠60） 鈑桁 ｌ＝8ｘ30＋3ｘ20 

R0418 下相模川橋   神奈 厚木市・海老名市 大山道 相模川 1930 445 4.5 ＲＣ橋 ｎ＝56 

R0419 戸沢橋  とざわ 神奈    県道 44号 相模川 1967 526 3  

             連続鈑桁 ｌ＝52.5＋7＠60＋52.5 中央はゲルバー鈑桁 ｌ＝60 

R0420      神奈    県道 22号 相模川 1979  拡幅 ｂ＝8 両側に歩道添加 ｂ＝2ｘ2.5 

R0421 水道橋    神奈 厚木市・海老名市   相模川 1921  横須賀海軍水道 トラス 

R0422 相模新橋    神奈 厚木市・海老名市 県道 43号 相模川  488 8＋3.5 堰と兼用 鋼桁橋 

R0423 相模川橋  さがみがわ 神奈 厚木市・海老名市 東名高速 相模川 1968 480.3 2x14.5 連続合成鈑桁 ｌ＝3ｘ3＠53.1 

R0424 相模川橋梁 さがみがわ 神奈 厚木市・海老名市 小田急小田原線 相模川 1971 ≒350 複線 トラス ｌ＝5ｘ58.8＋49 

R0425 相模橋  さがみ 神奈 厚木市・海老名市 矢倉沢往還 相模川    渡船（厚木の渡し） 

R0426 相模大橋  さがみおお 神奈    国道 246号 相模川 1926 248 4.8 全長がトラスとなる ｌ＝3ｘ40.2 を新設 

R0427      神奈    県道 40号 相模川 1955 381 6  ゲルバー鈑桁 ｌ＝45.6＋5＠57.8＋45.6 

R0428 相模小橋  さがみこ 神奈 厚木市・海老名市   相模川 1966   潜水橋 ＲＣ橋 ｎ＝19 



 ７ 

R0429 あゆみ橋    神奈   相模川 1996 236 7+2.5 鋼バスケットハンドルニールセンローゼ桁 ｌ＝118 ｎ＝2 

R0430 水道橋    神奈 厚木市・海老名市 横須賀水道 相模川 1973 873 ｂ＝3.4ｘｈ＝3.8 鋼ランガー桁 

R0431 新相模大橋 しんさがみおお 神奈 厚木市・海老名市 国道 246号 相模川 1969 442.8 7.76+2 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（3＠49.2 ） 

R0432 座架依橋  ざかえ 神奈 厚木市・座間市 県道 42号 相模川 1992 499.6 7+2@2.5  

               鋼連続箱桁橋 ｌ＝2ｘ（61.9＋2＠62.4＋61.9） 

R0433 昭和橋  しょうわ 神奈 厚木市・相模原市 県道 508 相模川 1931 363 4.6 鈑桁 ｌ＝16ｘ22 

R0434 新昭和橋    神奈 厚木市・相模原市 国道 129号 相模川 1980 450 2x(7.5+2)  

                （四車化） 鋼連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（4＠56）  

R0435 相模水路橋   神奈 厚木市・相模原市 広域水道企業団 相模川 1974 630 水路巾 3.4ｘ高 3.8m  

             鋼ランガー桁 ｌ＝5ｘ79 ＋ 鋼開断面箱桁 ｌ＝（5＋5）ｘ42  

R0436 高田橋  たかだ 神奈 愛川町・相模原市 県道 54号 相模川 1976 342.4 7.5+2@2  

                鋼連続箱桁 ｌ＝3＠57.2＋（2＠57.2＋54.6） 

R0437 三栗橋    神奈 城山町    相模川 1926    

R0438 小倉橋  おぐら  神奈 城山町    相模川 1938 176.6 4.2  

             ＲＣオープンアーチ橋 ｆ＝8 ｌ＝4＠36 ＲＣＴ型桁 ｌ＝2ｘ9＋1ｘ9  

R0439 新小倉橋  しんおぐら 神奈 城山町  県道 510号 相模川 2000 193 2ｘ（7.25+3.） 

                 ＲＣオープンアーチ橋 ｌ＝150 ｎ＝4 

R0440 城山大橋    神奈 城山町・津久井町 国道 413号 相模川 1965   城山ダム 

R0441 荒川橋    神奈 津久井町    相模川 1965   津久井湖に水没 

R0442 塩民橋  しおたみ 神奈 津久井町    相模川 1930 135 3.7 吊橋 木造補剛トラス ＲＣ塔 

R0443 三井大橋  みいおお 神奈 津久井町  県道 513号 相模川 1964 212 5.5  

             鋼下路 ランガー桁橋 ｌ＝1x130 連続合成鈑桁 ｌ＝2＠40 

R0444 名手橋  なで  神奈 津久井町    相模川 1966 178.2 3.5 吊橋 ｌ＝180 鋼補剛トラス 鋼塔  

R0445 三ケ木水道橋   神奈      相模川 1897 ≒50 4.3 城山ダム湖に水没 撤去 

R0446 沼本ダム    神奈      相模川     

R0447 相模ダム    神奈      相模川 1947    

R0448 桂橋  かつら 神奈 相模湖町 町道   相模川 1958 76.4 1.6 吊橋 木造補剛トラス ＲＣ塔 

R0449      神奈  県道 517号   相模川 1989 242 10 鋼中路ローゼ橋 ｌ=1ｘ180 連続鈑桁 

R0450 弁天橋  べんてん 神奈 相模湖町    相模川 1986 72 1.5 吊橋 鋼桁補剛 鋼塔 耐風索 

R0451 築井橋    神奈      相模川    吊橋 n＝1 木造補剛トラス ＲＣ塔 

R0452 築井大橋  つくいおお 神奈 相模湖町 県道相模原与瀬線 相模川 1947 150 5.5  

              相模湖ダム管理橋と兼用 ＲＣ桁橋 ｌ＝5ｘ14.5＋5.5 

R0453 相模湖大橋   神奈 相模湖町  国道 412号 相模川 1972 135.75 7.＋2@1.5  鋼下路ローゼ橋 ｌ＝134.4  

R0454 津久井橋    神奈 相模湖町    相模川 1925 70 3.6 ＲＣ橋 

R0455 勝瀬橋  かつせ 神奈 相模湖町  県道 520号 相模川 1960 128.6 4  

             鋼単径間他碇式斜張橋 ｌ＝128 スパイラルロープ，鋼桁 

R0456      神奈      相模川 2006 270 12.5 鋼斜張橋 ｌ＝165＋105 

R0457 二瀬越橋  ふたせごえ 神奈 藤野町    相模川 1931   吊橋 補剛トラス 鋼塔 

R0458 日蓮大橋  ひずれおお 神奈 藤野町  県道  相模川 1994 236 7+2@2.5 鋼中路ローゼ橋 ｌ＝1ｘ172.7 

R0459 弁天橋  べんてん 神奈 藤野町  県道 76号 相模川 1990 146 7+2   中路鋼ニールセンローゼ橋 ｌ＝1ｘ138 

R0460 境川橋  さかいがわ 神奈・山梨 藤野町・上野原町 県道 520号 相模川 1967 99 6 鋼ニールセンローゼ ｌ＝1ｘ98 

R0461 境沢橋    山梨 上野原町    桂川     

R0462 桂川橋  かつらがわ 山梨 上野原町 県道 35号  桂川  196１ 200 5.5 ゲルバー鈑桁 ｎ＝5 

R0463 川合橋？    山梨 上野原町    桂川   45 3 吊橋 

R0464 杖突橋    山梨      桂川   46 4 鋼吊橋 

R0465 千足橋    山梨      桂川   45 3 鋼吊橋 

R0466 新倉橋    山梨 大月市    桂川     

R0467 塩瀬橋    山梨 大月市    桂川  2002 140 7 鋼上路ローゼ橋 ｌ＝106 

R0468 梁川大橋   やながわおお 山梨 大月市    桂川  1933 42.9 6.5 上路トラス ｌ＝42 

R0469      山梨    林道  桂川  1986 120.8 5 鋼上路 2 ヒンジアーチ橋 ｌ＝66 

R0470 立野橋    山梨      桂川     

R0471 下畑橋    山梨 大月市  市道  桂川     

R0472 虹吹橋    山梨 大月市  市道  桂川  1976 75 6.5 鋼ランガー桁 ｌ＝70 

R0473 曙橋  あけぼの 山梨    市道  桂川  1982 118 5+1.5 連続鈑桁 ｌ＝2＠58.4 

R0474 新桂川橋梁 しんかつらがわ 山梨 大月市    ＪＲ中央本線 桂川  1968 513 複線  

             上路連続トラス橋 ｌ＝70＋130＋70 合成箱桁橋 ｌ＝6ｘ40  

R0475 新猿橋  山梨      国道 20号 桂川  1973    

R0476 猿橋水路橋 さるはし 山梨 大月市  東京電灯 桂川  1912   水路巾 5.5ｘ深 3.3m  

                 ＲＣオープンアーチ ｌ＝33 ｆ＝3.7 

R0477 猿橋  さる  山梨 大月市    桂川  612   木造刎橋 ｌ＝30 

R0478 新猿橋  しんさる 山梨 大月市  県道 505号 桂川   1932 44.4 6.5 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝35 

R0479 宮下橋    山梨 大月市  市道  桂川  1982 107 7.8 連続鈑桁 ｌ＝2＠42 

R0480 強瀬橋    山梨      桂川     

R0481 亀強橋    山梨 大月市    桂川  1903    

R0482 高月橋  たかつき 山梨 大月市  国道 139号 桂川  1970 60 8 鋼上路アーチ橋 

R0483 扇橋    山梨 大月市    桂川     

R0484 浅利橋    山梨    県道 512号 桂川     

R0485 新大月橋    山梨      桂川     
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R0486 桂川橋梁    山梨      ＪＲ中央本線 桂川     

R0487 大月橋  おおつき 山梨 大月市  国道 20号 桂川  1958 199.1 6  

             上路ゲルバートラス ｌ＝35＋50＋35 合成鈑桁 ｌ＝28＋2ｘ24.6 

R0488 桂川大橋    山梨 都留市・大月市   桂川  1991 97 4.5+2@1  

R0489 大輪橋    山梨 都留市    桂川     

R0490 十王堂橋？   山梨 都留市    桂川     

R0491 大原橋    山梨 都留市    桂川  1973 52.1 6  

R0492 リニア桂川橋梁   山梨 都留市 山梨リニア実験線 桂川  1997 300.6 複線  

         ＰＣ連続ラーメン橋 ｌ＝60.4＋2＠91.5＋55.6 ＰＣ箱桁 ｌ＝（4ｘ37.8）＋（3ｘ37.8＋21.6） 

R0493      山梨 都留市  富士急行 桂川  1919    

R0494      山梨 都留市  富士急行 桂川  1919    

R0495 舟場橋    山梨 都留市    桂川  1960 38 3.6  

R0496 古川渡橋    山梨 都留市   中央高速 桂川  1969 114.1 10.45  

              連続鈑桁 ｌ＝2＠41＋3＠36.5 ＲＣラーメン橋 ｌ＝15.5 

R0497 川茂橋    山梨 都留市    桂川  1961 56 4  

R0498 羽根子大橋   山梨      桂川  1991   鋼ローゼ 

R0499 院辺橋    山梨 都留市    桂川  1959 56 5.5 トラス ｌ＝55 

R0500      山梨    県道 705号 桂川  1987   鋼箱桁橋 

R0501 牛石橋    山梨    桂川 1984    

R0502 城山大橋    山梨      桂川  1991 94 7 鈑桁 

R0503 谷村橋  やむら 山梨 都留市 中央高速 桂川 1969 302.6 10.45 連続鈑桁 ｌ＝4＠39＋3＠30 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ11.3  

R0504 川棚橋    山梨      桂川  大正   刎橋  

R0505 城南橋    山梨      桂川  1960 30 3.5 鈑桁 

R0506 佐伯橋    山梨    国道 139号 桂川     

R0507 （旧）佐伯橋   山梨 都留市    桂川  1927    

R0508 今橋    山梨      桂川     

R0509      山梨 都留市  富士急行 桂川  1929    

R0510 桂橋    山梨 都留市    桂川  1921   木橋 

R0511 宮下橋    山梨    県道 713号 桂川     

R0512 境橋    山梨 都留市    桂川  1933   永久橋 

R0513 桂高架橋    山梨 西桂町  中央高速 桂川     

R0514 平成橋    山梨 西桂町    桂川     

R0515 桂大橋    山梨 西桂町    桂川     鈑桁 

R0516 倉見橋（大橋？）   山梨 西桂町    桂川     鈑桁 

R0517 富士見橋    山梨 西桂町    桂川     

R0518 ふれあい橋   山梨 西桂町    桂川     木造？下路アーチ 

R0519 桂川橋    山梨 西桂町    桂川     鈑桁 

R0520 大池橋    山梨 西桂町・富士吉田市  桂川     桁橋 

R0521 洞谷橋    山梨 西桂町・富士吉田市 中央高速 桂川 1969 131 10.45 合成鈑桁 ｌ＝41  

                 ＲＣラーメン橋 ｌ＝12.3＋2ｘ12＋12.3 

R0522      山梨 富士吉田市  中央高速 桂川     

R0523 笹子橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0524 宮川高架橋   山梨 富士吉田市  中央高速 桂川  1969 335.6 10.45  

             連続鈑桁 ｌ＝2＠25.5＋2ｘ（3＠25.5）＋2＠22.5＋2＠41.7 

R0525 深山橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0526 新焼橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0527 焼橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0528 小明神橋  こあすみ 山梨 富士吉田市    桂川     

R0529 岩石橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0530 桂川橋    山梨 富士吉田市  県道 704号 桂川     

R0531 明神 2号橋 あすみ 山梨 富士吉田市    桂川     

R0532 明神橋  あすみ 山梨 富士吉田市    桂川  1955    

R0533 下丸尾橋    山梨 富士吉田市    桂川     

R0534 大明神橋  おおあすみ 山梨 富士吉田市    桂川     

R0535      山梨 富士吉田市    桂川     

R0536 砂原橋    山梨 富士吉田市  県道 717号 桂川 1961 22   木橋 

R0537 中沢橋    山梨 富士吉田市  県道 717号 桂川     

R0538 砦橋    山梨 忍野村・富士吉田市  桂川     

R0539 海沢橋    山梨 忍野村・富士吉田市 県道 717号 桂川     

R0540 鐘山橋    山梨 忍野村    桂川     

R0541 忍野橋    山梨 忍野村    桂川     

R0542 膳 橋    山梨 忍野村    桂川     

R0543      山梨 山中湖村  県道 717号 桂川     

R0544 花の都大橋   山梨 山中湖村    桂川     

R0545 山中湖    山梨        

R0550      神奈 小田原市 西湘バイパス 早川  1995    

R0551 早川橋    神奈 小田原市    早川  1960 142.7 9.5+2.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ23.1＋1ｘ18 

R0552 新早川橋    神奈 小田原市  国道 135号 早川     
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R0553 早川橋梁    神奈 小田原市   ＪＲ東海道本線 早川  1986 113.4 複線  連続トラス ｌ＝67.8＋45.6  

R0554 早川橋梁    神奈 小田原市   東海道新幹線 早川 1964 123.2 複線 ＰＣ桁 ｌ＝25.6＋23.1＋25.6＋23.1＋25.6  

R0555      神奈 小田原市    西湘バイパス 早川  1967    

R0556      神奈 小田原市 小田原厚木道路 早川  2002    

R0557 風祭橋    神奈 小田原市    早川  1951 70 4 ＲＣ橋 ｎ＝5 

R0558 新風祭橋   しんかざまつり 神奈      早川  1966 138.6 17 連続鈑桁 ｌ＝42.3＋51＋42.3 

R0559      神奈 小田原市 西湘バイパス 早川  1970    

R0560 太閤橋    神奈 小田原市    早川     

R0561 湯ノ川橋    神奈 箱根町 箱根新道  早川  1962 63.9 9 合成箱桁 ｌ＝60 

R0562 三枚橋  さんまい 神奈 箱根町 県道 732号  早川  1964 46 6.5 連続鈑桁 ｌ＝36.8＋8.2 

R0563 湯本大橋    神奈 箱根町    早川     

R0564 あじさい橋    神奈 箱根町    早川     

R0565 湯本橋    神奈 箱根町    早川     

R0566 旭橋  あさひ 神奈 箱根町 国道１号  早川  1885   木造トラス ｎ＝2 

R0567 朝日橋    神奈      早川  1933 39.5 10 ＲＣ下路タイドア－チ ｆ＝7 ｌ＝38.4 

R0568 新旭橋    神奈 箱根町    早川   42 6.75 鋼下路箱桁（Ｌ＝42 ｂ＝8） 

R0569 会館橋    神奈 箱根町    早川  1954 29.7 4.5 鈑桁 ｌ＝29  

R0570 千歳橋  ちとせ 神奈 箱根町     早川  1931    木造方杖橋 

R0571        神奈 箱根町  国道１号 早川  1933 25.5 6+2@2.5 ＲＣ下路タイドア－チ ｌ＝25 

R0572 玉之緒橋  たまのお 神奈 箱根町  国道１号 早川  1920 25.8 5.5 ＲＣア－チ ｌ＝24.2 

R0573 孝三九橋    神奈 箱根町    早川     

R0574 早川橋梁  はやかわ 神奈 箱根町   箱根登山鉄道 早川  1919 ≒64 単線  ダブルワ－レントラス ｌ＝62.6  

R0575 宮城野橋  みやぎの 神奈 箱根町  国道 138号 早川  1954 32.8 7 鈑桁 ｌ＝31.5  

R0576 大文字橋    神奈 箱根町    早川     

R0577 岩崎橋    神奈 箱根町    早川     

R0578 小塚橋    神奈 箱根町    早川     

R0579 入仙橋    神奈 箱根町    早川     

R0580 大川橋    神奈 箱根町    早川     

R0581 大原橋    神奈 箱根町    早川     

R0582 大淵橋    神奈 箱根町    早川     

R0583 芦ノ湖    神奈        

R0590 西湘大橋  せいしょうおお 神奈 小田原市  国道 1号 酒匂川 1971 625.55  

              4車化 合成鈑桁 ｌ=14ｘ34.1+1ｘ34.8 ＰＣ桁橋 ｌ=5ｘ21 

R0591 酒匂橋 さかわ  神奈 小田原市  国道 1号 酒匂川    明治以降渡船 

R0592      神奈    小田原電気鉄道 酒匂川 1888   木桁 

R0593      神奈     箱根登山鉄道 酒匂川 1973 374 7.5+2@3.25 鋼連続箱桁橋 ｌ＝2ｘ（3＠61） 

R0594 富士見大橋   神奈      酒匂川 2009    

R0595 小田原大橋  おだわらおお 神奈 小田原市  県道 720号 酒匂川 1994 382 13 PC連続箱桁橋 ｎ＝7 

R0596 酒匂川橋梁 さかわがわ 神奈 小田原市   ＪＲ東海道本線 酒匂川 1979 414 複線  

           トラス ｌ＝（2＋1）ｘ60 連続トラス ｌ＝2ｘ（3＠48.5） ＲＣＴ型桁 ｌ＝1ｘ8.1 

R0597 酒匂川橋梁 さかわがわ 神奈 小田原市   東海道新幹線 酒匂川 1964 422.4 複線  

                連続トラス ｌ－2ｘ（3＠48.5） トラス ｌ＝1ｘ60  

R0598 飯泉橋  いいずみ 神奈 小田原市  国道 255号 酒匂川 1964 356 9.5 合成逆台形箱桁 

R0599 酒匂川橋    神奈 小田原市  国道 271号 酒匂川 1969 360.1 7.8 合成鈑桁 ｌ＝8ｘ37.5 

R0600 富士道橋  ふじみち 神奈 小田原市  県道 717号 酒匂川 1980 282- 7+2@2 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ3＠47 

R0601 報徳橋  ほうとく 神奈 小田原市  県道 714号 酒匂川 1965 252 6 ＰＣ連続桁 ｌ＝32＋5ｘ37.6＋32 

R0602 酒匂川２号橋   神奈      酒匂川     

R0603 足柄大橋    神奈 開成町・大井町 県道 78号 酒匂川 1987 299  PC有ヒンジラーメン箱桁 

R0604 酒匂川橋梁 さかわがわ 神奈 開成町・大井町 小田急 酒匂川 1927 292.3 単線 トラス ｌ＝2ｘ46.9 鈑桁 ｌ＝10ｘ19.2 

R0605 吉田橋  よしだ  神奈 開成町    酒匂川 1940 35.1 5.5 ＲＣ桁橋 ｌ＝3ｘ11.6 

R0606 十文字橋  じゅうもんじ 神奈 開成町・松田町   酒匂川 1928 256.4 4.5  

              プレビーム ｌ＝2ｘ37.3 鉄桁橋 ｌ＝5ｘ14.6 木桁橋 

R0607 新十文字橋   神奈 開成町・松田町 県道 712号 酒匂川 1970 376.8 7＋2＠1.5  

         ゲルバー鈑桁 ｌ＝42.5＋2＠49＋49＋2＠49＋42.5 ＲＣ連続スラブ橋 ｌ＝3＠15.6 

R0608 大口橋  おおぐち 神奈 南足柄市・山北町   酒匂川 1928   トラス 鈑桁 ｎ＝3 

R0609 新大口橋   しんおおぐち 神奈    県道 74号 酒匂川 1971 105 7.5+2@2 鋼ランガー桁 ｌ＝104 

R0610 岩流瀬橋    神奈 南足柄市・山北町   酒匂川 1987 163.4 6.25+1.5 連続鈑桁 ｌ＝50＋62.4＋50 

R0611 高瀬橋    神奈 山北町    酒匂川     

R0612 足柄橋  あしがら 神奈 山北町  県道 726号 酒匂川 1950 108.8 4.2  

               上路カンチレバートラス橋 ｌ＝31.5＋45＋3.5 

R0613       神奈      酒匂川 1999   中路ローゼ橋 

R0614 第一酒匂川橋梁  さかわがわ 神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 酒匂川 1984 63+33 単線 トラス ｌ＝62，4 鋼箱桁 ｌ＝31.5 

R0615 第二酒匂川橋梁 さかわがわ 神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 酒匂川 1965  単線  鈑桁 ｎ＝3  

R0616 第三酒匂川橋 さかわがわ 神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 酒匂川 1973 127.4  トラス ｌ＝62.4 

R0617 新酒匂川橋 しんさかわがわ 神奈 山北町  東名高速 酒匂川     

R0618 新鞠子橋  しんまりこ 神奈 山北町  国道 246号 酒匂川     

R0619 鞠子橋  まりこ  神奈 山北町    酒匂川 1929 55.8 4.5 上路トラス ｌ＝2ｘ27.9 

R0620 嵐橋    神奈 山北町    酒匂川     
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R0621 酒匂川橋  さかわがわ 神奈 山北町  東名高速 酒匂川 1969 724.3（558.3） 2ｘ10.95  

           上路連続トラス ｌ＝3＠80 上路トラス ｌ＝2ｘ64＋42.3＋72 合成鈑桁 

R0622 清水橋    神奈 山北町  国道 246号 鮎沢川     

R0623 平山橋    神奈 川西村    鮎沢川 1923 47 1.8 吊橋 

R0624 第一鮎沢川橋梁   神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 鮎沢川     

R0625 第二鮎沢川橋梁   神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 鮎沢川     

R0626 第三鮎沢川橋梁   神奈 山北町    ＪＲ御殿場線 鮎沢川 1978  単線 トラス 

R0627 鮎沢橋    静岡・神奈 小山町・山北町 国道 246号 鮎沢川 1924 42 2.7  

R0630 狩川橋  かりかわ 神奈 小田原市  県道 720号 狩川  1960 90 7  

                ＰＣＴ桁 ｌ＝4ｘ20 ＲＣ門型ラ－メン ｌ＝10 

R0631 狩川橋梁  かりかわ 神奈 小田原市  小田急 狩川  1986  複線 トラス 

R0632 蓮正寺橋    神奈 小田原市  小田原厚木道路 狩川  1979  4車化 桁橋 

R0633 水道橋    神奈 小田原市    狩川  1935 100 道路  ＲＣ桁橋 ｌ＝10 

R0634 飯田岡橋    神奈 小田原市    狩川     

R0635 山道橋  やまみち 神奈 小田原市・南足柄市 県道 717号 狩川 1981 64.2 7  

                連続鈑桁 ｌ＝19.3＋24.95＋19.3 鋼床版 

R0636 岩原橋  いわはら 神奈 南足柄市    狩川     

R0637 塚原橋  つかはら 神奈 南足柄市    狩川  1980   トラス 

R0638 狩川橋梁  かりかわ 神奈 南足柄市 伊豆箱根鉄道大雄山線 狩川 1925  単線 鈑桁 

R0639 駒千代橋  こまちよ 神奈 南足柄市  県道 74号 狩川  1975 106 10 鋼下路連続箱桁 ｌ＝2＠42 鈑桁 

R0640 神明橋    神奈 南足柄市    狩川  1975   ポニートラス＋プレビーム 

R0641 山下橋    神奈 南足柄市    狩川  1954   桁橋 

R0642 花下橋  はなした 神奈 南足柄市    狩川  1952   ＲＣＴ桁 

R0643 神埼橋    神奈 南足柄市    狩川  1970   トラス 

R0644 大泉河原橋   神奈 南足柄市    狩川  1970 44 6.5+1.5 ＲＣＴ桁 

R0645 大雄橋  だいゆう 神奈 南足柄市  県道 723号 狩川  1993 51.4 16 鋼箱桁 

R0646 大橋    神奈 南足柄市    狩川     ＰＣＴ桁 

R0647 上山下橋    神奈 南足柄市    狩川  1952   桁橋 

R0648 上山下橋歩道橋   神奈 南足柄市    狩川     

R0649 上河原橋    神奈 南足柄市    狩川  1952    

R0650 新上河原橋   神奈 南足柄市    狩川     

R0651 小川口橋    神奈 南足柄市    狩川  1954   ＲＣゲルバー桁 ｎ＝3  

R0652 渡場橋    神奈 南足柄市    狩川  1953   ＰＣＴ桁 

R0653 日影橋    神奈 南足柄市    狩川  1954    

R0654 一色橋    神奈 南足柄市  広域農道 狩川     鋼上路アーチ 

R0655 前田橋    神奈 南足柄市    狩川  1953   永久橋 

R0656 関下橋    神奈 南足柄市    狩川  1966   永久橋  

R0657 川入橋    神奈 南足柄市  林道  狩川  1959    

R0661 花水川橋   はなみずがわ 神奈 平塚市  国道 134号 花水川 1934 120.5 7＋2＠0.7  

               ＲＣゲルバー桁 ｌ＝20＋26，5＋27＋26.5＋20 

R0662 下花水橋    神奈 平塚市    花水川 1990 121 10.3 連続鈑桁 n＝3 

R0663      神奈    JR側線 花水川     

R0664      神奈     JR東海道本線 花水川 1969 102.2 3線並列  ＰＣ単純桁橋 ｌ＝4ｘ24.7 

R0665 花水橋  はなみず 神奈 大磯町・平塚市 国道１号 花水川 1988   連続鈑桁 n＝3  

R0666 高麗大橋    神奈 平塚市  県道 609号 花水川    連続桁橋 n＝3  

R0667 平塚大橋    神奈 平塚市    花水川 1974 165.4 15.3  

R0668 東雲橋  しののめ 神奈 平塚市    金目川 1967 66 6.5＋2.1 ＲＣ桁  

R0669 霞橋  かすみ 神奈 平塚市    金目川 1967 60 6 鋼橋 桁橋 

R0670      神奈 平塚市   東海道新幹線 金目川 1964  複線  

R0671 水神橋    神奈 平塚市    金目川 1975 60.8 5.5 鈑桁 n＝2 

R0672 金旭中通学橋   神奈 平塚市    金目川 1978 56.9 2.7 H型桁 n＝2 

R0673 片岡橋    神奈 平塚市  小田原厚木道路 金目川 1969   桁橋 

R0674 吾妻橋  あづま 神奈 平塚市  県道 63号 金目川 1963 57.2 7 ＰＣ連続桁 ｌ＝4＠13 

R0675 金目通学橋   神奈 平塚市    金目川 1971 55.4 2.1 桁橋 

R0676 観音橋    神奈 平塚市    金目川 1973 56  PC桁 n＝4 

R0677 南河原橋    神奈 平塚市    金目川 1997 56 2.8 木桁橋 RC橋脚 n＝6 

R0678 金目水道橋   神奈 平塚市    金目川     

R0679 土屋橋  つちや 神奈 平塚市  県道 77号 金目川 1962 61.1 6 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝4＠15  

R0680 欠け上橋    神奈 秦野市    金目川   歩道  

R0681 南平橋    神奈 秦野市    金目川     

R0682 秦野高架橋   神奈 秦野市  東名高速 金目川 1969   

R0683 大槻橋    神奈 秦野市    金目川    

R0684 中里橋    神奈 秦野市    金目川    

R0685      神奈 秦野市  小田急電鉄 金目川 1927   

R0686 秦才橋    神奈 秦野市  県道 62号 金目川    

R0687 蓬莱橋    神奈 秦野市    金目川    

R0688 中島橋    神奈 秦野市    金目川    

R0689 大守橋    神奈 秦野市    金目川    
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R0690 弘治橋    神奈 秦野市  県道 62号 金目川    

R0700 平瀬川橋    神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0701 東久地橋    神奈 川崎市高津区 県道幸多摩線 平瀬川    

R0702 平瀬橋    神奈 川崎市高津区   平瀬川   歩道 

R0703      神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0704      神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0705 新久地橋  しんくぢ 神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0706 新平瀬橋    神奈 川崎市高津区 県道 9号 平瀬川    

R0707 中之橋    神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0708      神奈 川崎市高津区 ＪＲ南武線 平瀬川 1960  複線 

R0709 上之橋  かみの 神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0710 正安橋  しょうあん 神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0711 不動橋  ふどう  神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0712 新井台橋  ありだい 神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0713 前橋  まえ 神奈 川崎市高津区    平瀬川    

R0714 釈迦堂橋  しゃかどう 神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0715 別所橋    神奈 川崎市高津区   平瀬川    

R0716 一本橋  いっぽん 神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0717 樋場橋  といば 神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0718 殿下橋  とのした 神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0719 新殿下橋  しんとのした 神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0720 神木橋  しんぼく 神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0721      神奈 川崎市宮前区 東名高速 平瀬川 1968   

R0722 榊橋    神奈 川崎市宮前区   平瀬川    

R0723 平橋  たいら 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0724 東橋  あづま 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0725 堰下橋  せきした 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0726 石橋    神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0727 宮谷橋  みやたに 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0728 川端橋  かわばた 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0729 八幡橋  やはた 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0730 陣屋橋  じんや 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0731 蛍橋  ほたる 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0732 平瀬橋  ひらせ 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0733 中瀬橋  なかせ 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0734 千歳橋  ちとせ 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0735 初瀬橋  はつせ 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0736 嶋田橋  しまだ  神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0737 向橋    神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0738 蔵敷橋  ぞうしき 神奈 川崎市宮前区   平瀬川 

R0739 日向橋  ひなた 神奈 川崎市宮前区   平瀬川     

R0740 柳橋  やなぎ 神奈 川崎市宮前区   平瀬川     

R0741 親水橋  しんすい 神奈 川崎市宮前区   平瀬川     

R0742 大谷戸橋  おおやと 神奈 川崎市宮前区   平瀬川     

R0750 片瀬橋  かたせ 神奈 藤沢市  国道 134号 境川  2005   鈑桁？ ｎ＝2 

R0751 弁天橋  べんてん 神奈 藤沢市    境川  1987  歩道 ＰＣ連続箱桁橋 

R0752 山本橋  やまもと 神奈 藤沢市    境川     桁橋 ｎ＝2 

R0753 西浜橋  にしはま 神奈 藤沢市    境川     桁橋 ｎ＝2 

R0754 境川橋梁  さかいがわ 神奈 藤沢市  江ノ島電鉄 境川  1984  複線 鋼下路箱桁橋 

R0755 境橋  さかい 神奈 藤沢市    境川  1989    鈑桁 ｎ＝2 

R0756 境川橋  さかいがわ 神奈 藤沢市  国道 467号 境川  1986 83.7 15  鋼連続箱桁橋 ｌ＝2＠41.2  

R0757 新屋敷橋  あらやしき 神奈 藤沢市    境川  1967 53 9＋2@3.5 ＰＣＴ型桁橋 ｌ＝2ｘ26 

R0758 山本橋  やまもと 神奈 藤沢市    境川  1873   山本 庄太郎の自費による 

R0759 上山本橋  かみやまもと 神奈     境川  1958   鈑桁 ｎ＝2 

R0760 奥田橋  おくだ 神奈 藤沢市     境川  1979    

R0761 新川名橋  しんかわな 神奈 藤沢市  県道 32号 境川  1967   桁橋 ｎ＝2 

R0762 大道橋  おおみち 神奈 藤沢市    境川  1988   ＰＣＴ型桁橋 

R0763 境川橋梁  さかいがわ 神奈 藤沢市   JR東海道本線 境川  1913    

R0764 東橋  あずま 神奈 藤沢市    境川     桁橋 

R0765 御所ケ谷橋 ごしょがや 神奈 藤沢市    境川  1963   桁橋 

R0766 堰跡橋  えんせき 神奈 藤沢市    境川  1983  歩道 鈑桁 

R0767 大正橋  たいしょう 神奈 藤沢市     境川  1926    

R0768 藤沢橋  ふじさわ 神奈 藤沢市  県道 30号 境川  1925 20  鈑桁 

R0769 大鋸橋  たいぎり 神奈 藤沢市  旧東海道 境川  1924    

R0770 遊行寺橋  ゆうぎょうじ 神奈      境川  1960   ＰＣ単純桁橋 

R0771 御殿橋  ごてん 神奈 藤沢市    境川     下路鈑桁 

R0772 境川大橋  さかいがわおお 神奈 藤沢市  国道 1号 境川  1963 35.8 14.7 合成鈑桁 

R0773 鷹匠橋  たかしょう 神奈 藤沢市    境川  1990-3  ＰＣ桁 
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R0774 大清水橋  おおしみず 神奈 藤沢市    境川     

R0775 水道橋  すいどう 神奈 藤沢市  横須賀水道 境川     三弦下路トラス 

R0776 立石橋  たていし 神奈 藤沢市    境川  1990   ＰＣ桁 

R0777 境川水路橋 さかいがわすいろ 神奈 藤沢市 横浜水道 境川  1965 394 水路 

               トラスドランガー桁 バスケットハンドル＋桁橋  

R0778 東西橋  とうざい 神奈 藤沢市・横浜市   境川  1992 33.1 4.5 ＰＣ桁 

R0779 金沢橋  かなざわ 神奈 藤沢市・横浜市戸塚区  境川  1978 33.2 3 下路鈑桁 

R0780 俣野橋  またの 神奈 藤沢市・横浜市 県道 403号 境川  1993-1   ＰＣ桁 

R0781 上俣野橋  かみまたの 神奈 藤沢市・横浜市戸塚区  境川  1979 37.3 3 下路鈑桁  

R0782 遊水地橋  ゆうすいち 神奈 藤沢市・横浜市   境川  2002   下路鈑桁  

R0783 今飯橋  いまいい 神奈 藤沢市・横浜市   境川  1999 34 7+2@2 ＰＣ桁 

R0784 境川橋梁    神奈 藤沢市・横浜市 横浜地下鉄 境川    複線 ＰＣ連続箱桁 

R0785 境川橋梁    神奈 藤沢市・横浜市 相鉄いずみ野線 境川   複線 鈑桁 

R0786 白鷺橋  しらさぎ 神奈 藤沢市・横浜市泉区  境川  1979 36.7 2.5（歩道） 鈑桁 

R0787 渡戸橋  わたど 神奈 藤沢市・横浜市泉区  境川  2005 37 7.5+3 永久橋 

R0788 高飯橋  たかいい 神奈 藤沢市・横浜市泉区  境川  1964 32 5 ＰＣ桁 ｎ＝3 廃橋 

R0789 高鎌橋  こうけん 神奈 藤沢市・横浜市泉区 県道 22号 境川 1997   ＰＣ桁 

R0790 境川橋  さかいがわ 神奈 藤沢市・横浜市泉区  境川  1967 30 4  

R0791 境川上高倉堰 さかいがわかみたかくらせき 神奈 大和市・横浜市 境川   歩道 Ｈ型桁 ｎ＝2  

R0792 新緑橋  しんみどり 神奈 大和市・横浜市   境川     桁橋 

R0793 緑橋  みどり 神奈 大和市・横浜市   境川  1971   ＰＣ桁 

R0794 境川橋梁  さかいがわ 神奈 大和市・横浜市 東海道新幹線 境川 1964    

R0795 ふれ逢い橋 ふれあい 神奈 大和市・横浜市泉区  境川  1991 30 3 ＰＣ桁 

R0796 下分橋  しもわけ 神奈 大和市・横浜市泉区  境川  1973 28.7 4.5 鈑桁 

R0797 上和田２号橋 かみわだ２ 神奈 大和市・横浜市   境川     ＰＣ桁 

R0798 上和田１号橋 かみわだ１ 神奈 大和市・横浜市   境川    歩道 ＰＣ桁 

R0799 宮久保橋  みやくぼ 神奈 大和市・横浜市   境川     ＰＣ桁 

R0800 新道大橋  しんみちおお 神奈 大和市・横浜市瀬谷区 県道 45号 境川 1986 34.8 18 鈑桁 

R0801 境橋  さかい 神奈 大和市・横浜市 厚木街道 境川     鈑桁 

R0802 鹿島橋  かしま 神奈 大和市・横浜市   境川     桁橋 

R0803 境川橋梁  さかいがわ 神奈 大和市・横浜市 相模鉄道 境川     鈑桁 

R0804 入村橋  いりむら 神奈 大和市・横浜市   境川   歩道  

R0805 深瀬橋  ふかせ 神奈 大和市・横浜市   境川  1989 28.8 7.5 ＰＣホロー桁橋 

R0806 中島橋  なかじま 神奈 大和市・横浜市瀬谷区  境川  1995   ＰＣ桁 

R0807 上瀬谷橋  かみせや 神奈 大和市・横浜市瀬谷区  境川  1989 30.1 12 鈑桁 

R0808 境川橋  さかいがわ 神奈 大和市・横浜市 東名高速 境川     鈑桁 

R0809 大和橋  やまと 神奈 大和市・横浜市 国道 246号 境川     鈑桁 

R0810 目黒橋  めぐろ 神奈 大和市・横浜市   境川     鈑桁 

R0811 鶴間橋  つるま 神奈 大和市・横浜市 県道 56号 境川     鈑桁 

R0812 鶴瀬橋  つるせ 神奈 大和市・横浜市瀬谷区  境川  1977 28.6 4.7 ＰＣ桁 

R0813 鶴間 1号橋 つるま１ 神奈 大和市・町田市   境川     鈑桁 

R0814 境川水管橋 さかいがわすいかん 神奈 大和市・町田市 横浜水道 境川 1974 56 3ｘΦ1500 パイプアーチ橋 

R0815 境川橋梁  さかいがわ 神奈 大和市・町田市 東急田園都市線 境川    鈑桁 

R0816 二津屋橋  ふたつや 神奈 大和市・町田市   境川  1975   鈑桁 

R0817 境川高架橋 さかいがわ 神奈 大和市・町田市 国道 16号 境川     鈑桁 

R0818 鶴間橋  つるま 神奈 大和市・町田市   境川     鈑桁 

R0819 高木橋  たかぎ 神奈 大和市・町田市   境川  1974   鈑桁 

R0820 西田橋  にしだ 神奈 大和市・町田市   境川  1970  歩道 鈑桁 

R0821 金山橋  かなやま 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0822 鶴金橋（旧） つるかね 神奈 相模原市・町田市   境川  1931   桁橋 廃橋 

R0823 鶴金橋  つるかね 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0824 上鶴間橋（旧） かみつるま 神奈 相模原市・町田市   境川  1933   桁橋 廃橋 

R0825 上鶴間橋  かみつるま 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0826 境橋  さかい 神奈 相模原市・町田市   境川  1979   鈑桁 

R0827 千寿橋  せんじゅ 神奈 相模原市・町田市   境川     下路鈑桁 

R0828 鹿島橋  かしま 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0829 谷口橋  やぐち 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0830 境川橋梁  さかいがわ 神奈 相模原市・町田市 小田急 境川     ＰＣ桁 

R0831 下森橋  しももり 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0832 幸延寺橋  こうえんじ 神奈 相模原市・町田市   境川  1973   鈑桁 

R0833 林野２号橋   神奈 相模原市・町田市   境川     

R0834 神明橋  しんめい 神奈      境川     鈑桁 

R0835 榎堂橋（旧） えのきどう 神奈 相模原市・町田市   境川  1936   ＲＣ桁 廃橋 

R0836 榎堂橋  えのきどう 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0837 森野橋  もりの  神奈 相模原市・町田市 県道 52号 境川     鈑桁 

R0838 島橋  しま  神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0839 第一境川橋梁 さかいがわ 神奈 相模原市・町田市 JR横浜線 境川     ＰＣ桁 

R0840 ひのき橋（檜橋）   神奈 相模原市・町田市   境川  1972   鈑桁 
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R0841 境川橋  さかいがわ 神奈 相模原市・町田市   境川     桁橋  

R0842 境橋  さかい 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0843 中里橋  なかざと 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0844 中里橋歩道橋 なかざと 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0845 新中里橋    しんなかざと 神奈 相模原市・町田市   境川  1989   桁橋  

R0846 根岸橋  ねぎし 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0847 山根橋  やまね 神奈 相模原市・町田市   境川  2001   ＰＣ桁 

R0848 両国橋  りょうごく 神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁橋  

R0849 宮前橋  みやまえ 神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁橋  

R0850 共和橋  きょうわ 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0851 境橋  さかい 神奈 相模原市・町田市   境川  1925 15  ＰＣ桁 廃橋 

R0852 常矢橋  ときや  神奈 相模原市・町田市   境川  2004    

R0853 馬場橋  ばんば 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0854 高橋  たか  神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁 

R0855 中村橋  なかむら 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0856 上中村橋   かみなかむら 神奈 相模原市・町田市   境川     鈑桁 

R0857 小山橋  おやま 神奈 相模原市・町田市 県道 503号 境川  2004   鈑桁 

R0858 高橋２号橋   神奈 相模原市・町田市   境川     

R0859 平成橋    神奈      境川     桁橋 

R0860 昭和橋  しょうわ 神奈 相模原市・町田市   境川     Ｈ型桁 

R0861 大正橋  たいしょう 神奈 相模原市・町田市   境川     ＲＣ桁 

R0862 境川橋梁  さかいがわ 神奈 相模原市・町田市 京王相模原線 境川    ＲＣ桁 

R0863 坂本橋  さかもと 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0864 精進橋  しょうじん 神奈 相模原市・町田市   境川     

R0865 蓬莱橋  ほうらい 神奈      境川     

R0866 高砂橋  たかさご 神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁橋  

R0867 小山橋  おやま 神奈 相模原市・町田市   境川  1979   ＰＣ桁 

R0868 寿橋  ことぶき 神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁 

R0869 横町橋  よこちょう 神奈 相模原市・町田市   境川     桁橋  

R0870 両国橋  りょうごく 神奈 相模原市・町田市   境川  1929   ＲＣ桁 

R0871 稲荷橋    神奈 相模原市・町田市   境川     

R0872 稲荷橋  いなり  神奈 相模原市・町田市 国道 16号 境川   2ｘ  鈑桁 

R0873 稲荷橋    神奈 相模原市・町田市   境川     

R0874 二州橋  にしゅう 神奈 相模原市・町田市   境川    歩道 桁橋  

R0875 吉田橋  よしだ  神奈 相模原市・町田市   境川  1937   ＲＣ桁 

R0876 第二境川橋梁 さかいがわ 神奈 相模原市・町田市 JR横浜線 境川    複線 桁橋  

R0877 相原橋  あいはら 神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁 

R0878 新境橋  しんさかい 神奈 相模原市・町田市   境川      

R0879 常盤橋  ときわ  神奈 相模原市・町田市   境川  1935   ＲＣ桁 

R0880 長寿橋  ちょうじゅ 神奈 相模原市・町田市   境川    歩道  

R0881 陽田橋  ようだ  神奈 相模原市・町田市   境川    歩道 ＰＣ桁 

R0882 八幡橋    神奈 相模原市・町田市   境川     ＰＣ桁 

R0883 二国橋  にこく  神奈 相模原市・町田市 県道 506号 境川  1936   ＰＣ桁 

R0884 ？     神奈 相模原市・町田市 私有地 境川     

R0885 ？     神奈 相模原市・町田市 私有地 境川     

R0886 新田橋  しんた 神奈 城山町・町田市   境川     ＰＣ桁 

R0887 川島橋  かわしま 神奈 城山町・町田市   境川  2000    

R0888 須南橋  すなみ 神奈 城山町・町田市   境川     

R0889 増境橋  ますざかい 神奈 城山町・町田市   境川     桁橋  

R0890 下馬の橋  げばの 神奈 城山町・町田市   境川  1981   ＰＣ桁 

R0891 風間小橋  かざまこ 神奈 城山町・町田市   境川    歩道 桁橋 

R0892 風戸橋  かざと 神奈 城山町・町田市   境川     桁橋 

R0893 川堺橋  かわざかい 神奈 城山町・町田市 県道 48号 境川     

R0894 川上橋    神奈 城山町・町田市   境川     

R0895 川上橋（旧）   神奈 城山町・町田市   境川     

R0896 段木入橋  だんぼくいり 神奈 城山町・町田市   境川    歩道  

R0897 上段木入橋 かみだんぼういり 神奈 城山町・町田市   境川    歩道 木桁橋 

R0898 宝沢橋  ほうさわ 神奈 城山町・町田市   境川    歩道 Ｈ型桁 

R0899 木道橋  もくどう 神奈 町田市    境川    歩道 木桁橋 

R0900 大地沢橋  おおちざわ 神奈 町田市    境川  1969  歩道  

R0901 出合橋    神奈 町田市    境川    歩道 木桁橋 ｎ＝2 

R0902 電柱橋    神奈 町田市    境川    歩道 ＲＣ電柱を桁とする 

R0903 境川源流地橋   神奈 町田市    境川    歩道 木桁橋 

R0920 鵠沼橋  くげぬま 神奈 藤沢市    引地川 1992 54 25 鋼床版鈑桁 

R0921 龍宮橋  りゅうぐう 神奈 藤沢市    引地川 1982   鈑桁 

R0922 稲荷橋  いなり  神奈 藤沢市    引地川 1988   ＰＣ桁 

R0923 日の出橋  ひので 神奈 藤沢市    引地川 1959   鈑桁 

R0924 作橋  さく  神奈 藤沢市    引地川    廃橋 
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R0925 大平橋  たいへい 神奈 藤沢市    引地川 1935   ＲＣ橋 

R0926 長久保緑橋 ながくぼみどり 神奈 藤沢市    引地川 1969  歩道 桁橋 塔と斜索を持ち斜張橋風 

R0927 富士見橋  ふじみ 神奈 藤沢市  県道 30号 引地川 1970   鈑桁 

R0928 清水橋  しみず 神奈 藤沢市    引地川 1988   鈑桁 

R0929 高山橋  たかやま 神奈 藤沢市    引地川 1966   桁橋 

R0930 引地川橋梁 ひきじがわ 神奈 藤沢市   JR東海道本線 引地川 1913  4線 桁橋 

R0931 上村橋  かみむら 神奈 藤沢市    引地川 1968   ＰＣ桁 

R0932 引地橋  ひきち 神奈 藤沢市  県道 43 引地川 1925 18 11.6 ＲＣア－チ ｆ＝2.7 ｌ＝14.5 

R0933 引地川橋  ひきじがわ 神奈 藤沢市  国道 1号 引地川 1963 45 14.5 合成箱桁 

R0934 柏山橋  かしわやま 神奈 藤沢市    引地川   歩道 鈑桁 

R0935 鷹匠橋    神奈 藤沢市    引地川     

R0936 高名橋  たかな 神奈 藤沢市    引地川 1968   ＰＣ桁 

R0937 大庭大橋  おおばおお 神奈 藤沢市    引地川  700   

R0938 城下橋  しろした 神奈 藤沢市    引地川    鈑桁 

R0939 天神橋  てんじん 神奈 藤沢市    引地川    ＰＣ桁 

R0940 北の谷橋    神奈 藤沢市    引地川     

R0941 大庭鷹匠橋 おおばたかじょう 神奈 藤沢市    引地川    ＰＣ桁 

R0942 新石川橋    しんいしかわ 神奈 藤沢市    引地川 2005   鈑桁 

R0943 引地川水道橋 ひきじがわ 神奈 藤沢市  横浜市水道 引地川 1963 414 水路 鋼ランガー桁 鋼箱桁橋 

R0944 石川橋  いしかわ 神奈 藤沢市  厚木街道 引地川    桁橋  

R0945 大河内橋    神奈 藤沢市    引地川  26.6 5+2 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0946 下河内橋  しもごうち 神奈 藤沢市    引地川 2002 20.6 5+2 ＰＣ桁 

R0947 秋本橋  あきもと 神奈 藤沢市    引地川 2000 27.3 7+2@2 ＰＣ桁 

R0948 石川岡田橋 いしかわおかだ 神奈 藤沢市    引地川 2000 28 4（歩道） 鈑桁 

R0949 山田橋  やまだ 神奈 藤沢市    引地川    ＰＣ桁 

R0950 東山田橋    ひがしやまだ 神奈 藤沢市    引地川   歩道 鈑桁 

R0951 水道橋  すいどう 神奈 藤沢市  横須賀水道 引地川    パイプアーチ橋 

R0952 馬渡橋  まわたり 神奈 藤沢市    引地川    鈑桁 

R0953 円行新橋   えんぎょうしん 神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0954 円行大橋   えんぎょうおお 神奈 藤沢市  県道 403号 引地川    桁橋  

R0955 柳橋  やなぎ 神奈 藤沢市    引地川    ＰＣ桁 

R0956 湘南台橋   しょうなんだい 神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0957 上河内橋  かみごうち 神奈 藤沢市    引地川 1986  歩道 ＰＣ桁 

R0958 鷹匠橋  たかじょう 神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0959 中村橋  なかむら 神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0960 下土棚大橋 しもつちだなおお 神奈 藤沢市  県道 22号 引地川 1969   鈑桁上部工 

R0961 下土棚橋  しもつちだな 神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0962 六会橋  むつあい 神奈 藤沢市    引地川     

R0963 熊野橋    神奈 藤沢市    引地川    桁橋  

R0964 長後下分第１橋 ちょうごしもぶん 神奈 藤沢市   引地川   歩道  

R0965 長後下分第２橋 ちょうごしもぶん 神奈     引地川   歩道  

R0966 長後下分第３橋 ちょうごしもぶん 神奈     引地川   歩道  

R0967 長後橋  ちょうご 神奈    県道 43号 引地川     

R0968 長後下分第４橋 ちょうごしもぶん 神奈     引地川   歩道  

R0969 鐘ヶ淵橋  かねがふち 神奈      引地川     

R0970 長後下分第５橋 ちょうごしもぶん 神奈     引地川   歩道  

R0971 長後堰    神奈      引地川   歩道 堰管理橋 ｎ＝3 

R0972 大山橋  おおやま 神奈 藤沢市    引地川 1968    

R0973 福田１３号橋 ふくだ  神奈 大和市    引地川     

R0974 福田橋  ふくだ  神奈      引地川 1962    

R0975 福田１２号橋   神奈      引地川 1962    

R0976 幸福橋    神奈      引地川 2005   ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0977 引地川橋梁 ひきじがわ 神奈     東海道新幹線 引地川 1964   ＰＣ桁  

R0978 福田１１号橋 ふくだ 神奈       引地川 2005   桁橋 

R0979 福田１０号橋 ふくだ１０ 神奈      引地川 1970    

R0980 若宮橋  わかみや 神奈      引地川 1999   ＰＣ桁 

R0981 若宮堰    神奈      引地川    コンクリート桁 撤去 

R0982 神明橋    神奈      引地川    ＰＣ桁 

R0983 福田８号橋 ふくだ８ 神奈      引地川     

R0984 福田７号橋 ふくだ７ 神奈      引地川     

R0985 福田１４号橋 ふくだ１４ 神奈      引地川    ＰＣ桁 

R0986 代辻橋  だいつじ 神奈      引地川 1967   桁橋    

R0987 福田６号橋 ふくだ６ 神奈      引地川       

R0988 福田５号橋 ふくだ５ 神奈      引地川    桁橋    

R0989 八幡橋  はちまん 神奈      引地川    ＰＣ桁   

R0990 本八幡橋    もとはちまん 神奈      引地川       

R0991 新道下大橋 しんみちしたおお 神奈   県道 45号 引地川    鈑桁   

R0992 山下橋  やました 神奈      引地川       
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R0993 御嶽橋  おんたけ 神奈      引地川 1989   ＰＣ桁   

R0994 下山王橋  しもさんのう 神奈      引地川   歩道    

R0995 山王橋  さんのう 神奈      引地川 1996   ＰＣ桁   

R0996 福田１号橋 ふくだ１ 神奈      引地川 1998   ＰＣ桁  

R0997 境橋  さかい 神奈      引地川 1974    

R0998 木道橋    神奈    大和市環境管理センター 引地川     

R0999 永代橋    神奈    大和市環境管理センター 引地川    鈑桁  

R1000 草柳橋  そうやぎ 神奈      引地川 1974     

R1001 草柳１号橋 そうやぎ１ 神奈      引地川 1982   ＰＣ桁  

R1002 草柳６号橋 そうやぎ６ 神奈      引地川    ＰＣ桁  

R1003 草柳２号橋 そうやぎ２ 神奈      引地川    桁橋  

R1004 草柳３号橋 そうやぎ３ 神奈      引地川    ＰＣホロー桁橋 

R1005 草柳４号橋 そうやぎ４ 神奈      引地川   歩道  

R1006 六軒支線１号橋 ろっけんしせん 神奈     引地川    桁橋   

R1007 中村橋  なかむら 神奈      引地川       

R1008 下草柳橋   しもくさやなぎ 神奈      引地川    ＰＣ桁   

R1009 東ケ里ふれあい橋  神奈      引地川 1993  歩道 Ｈ型桁   

R1010 上草柳４号橋 かみくさやなぎ 神奈     引地川       

R1011 上草柳２号橋 かみくさやなぎ 神奈     引地川       

R1012 緑のかけ橋   神奈      引地川 1991  歩道 木造斜張橋 ｎ＝3   

R1013 笹山高架橋   神奈 大和市  国道 246号 引地川 1985  2ｘ2    

R1020 関下橋  せきした 神奈 藤沢市    小糸川    桁橋   

R1021 根下橋  ねした 神奈 藤沢市    小糸川   歩道 桁橋   

R1022 大庭橋  おおば 神奈 藤沢市  県道 43号 小糸川    桁橋   

R1023 城下歩道橋 しろした 神奈 藤沢市    小糸川   歩道 桁橋   

R1024 城下橋  しろした 神奈 藤沢市    小糸川     

R1025 白鷺橋  しらさぎ 神奈 藤沢市    小糸川     

R1026 城山歩道橋 しろやま 神奈 藤沢市    小糸川   歩道  

R1027 城山橋  しろやま 神奈 藤沢市    小糸川     

R1028 羽根沢橋  はねざわ 神奈 藤沢市    小糸川    暗渠化 

R1029 すわ橋    神奈 藤沢市    小糸川    暗渠化 

R1030 駒寄橋  こまよせ 神奈 藤沢市    小糸川    暗渠化 

R1031 滝の沢橋  たきのさわ 神奈 藤沢市    小糸川    暗渠化 

R1032 不動橋  ふどう  神奈 藤沢市    小糸川    暗渠化 

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


