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FR19:川を渡る橋・山梨県 
 

 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 万栄橋  まんえい 山梨 南部町  国道 469号 富士川 1994   鋼連続箱桁 

R0002 富栄橋  とみえい 山梨 南部町    富士川 1968 300 6.5 鋼合成箱桁 ｌ＝5ｘ59.2 

R0003 南部橋  なんぶ 山梨 南部町  県道 803 富士川 1950 268 5.5 ワ－レントラス ｌ＝53 

R0004 身延橋  みのぶ 山梨 身延町  県道 9? 富士川 1972 228 9+2@1.5 連続トラス ｌ＝69+88.7+69 

R0005 富山橋  とみやま 山梨 身延町  国道 300号 富士川 1967 457 5.5 トラス ｌ＝1ｘ65 4ｘ55 3ｘ55 のトラス 

計ｎ＝8 

R0006 飯富橋  いいとみ 山梨 身延町  県道 411 富士川 1987 151 5.5 鋼箱桁 

R0007 富士川橋  ふじがわ 山梨 身延町  県道 405 富士川 1955 145.2 4.5 連続トラス ｌ＝45+54+45 

R0008 ?     山梨    高速  富士川     

R0009 峡南橋    山梨 身延町・市川三郷町  富士川 1975 278.1 6.5+1 トラス l＝4ｘ68.6 

R0010 月見橋  つきみ 山梨 身延町・市川三郷町  富士川 1983 156 7+2 連続トラス ｌ＝78+77.4 

R0011 鹿島橋    山梨 鰍沢町    富士川 1968   トラス ｎ＝2 

R0012 富士橋  ふじ  山梨 鰍沢町  県道 4? 富士川 1960 270 5.5 トラス ｌ＝1ｘ60 鈑桁 ｌ＝25 ｎ＝3 

R0013 富士川大橋   山梨 増穂町・市川三郷町 広域農道 富士川 1997   トラス n＝1 +鋼連続箱桁 

R0020 吊橋    山梨 大月市    笹子川     

R0021 大月ｲﾝﾀｰﾗﾝﾌﾟ橋   山梨 大月市    笹子川 1969   鋼合成箱桁 ｌ＝45.5 ｎ＝1 鋼合成箱

桁 Ｌ＝43.5 ｎ＝1 合成鈑桁 ｌ＝42 ｎ＝2 

R0022 西方寺橋    山梨 大月市    笹子川     

R0023 笹子川橋    山梨 大月市   中央自動車道 笹子川 1969 105 10.7 連続鈑桁 ｌ＝33+39+33  

R0024 前沢橋    山梨 大月市    笹子川     

R0025 真木橋    山梨 大月市    笹子川 1959 61.6 7 ＰＣ桁 ｌ＝30 ｎ＝2  

R0026 新第一笹子川橋   山梨 大月市    ＪＲ中央本線 笹子川 1968 69  ＰＣ桁橋 ｌ＝3ｘ22.1 

R0027 笹子川第三橋   山梨 大月市    ＪＲ中央本線 笹子川 1903 138 単線  上路トラス ｌ＝62.4 ｎ＝1  

R0028 新第三笹子川橋   山梨      笹子川 1968 137  ＰＣ桁橋 ｌ＝6ｘ22.1 

R0029 源氏橋    山梨 大月市    笹子川     

R0030 法雲寺橋    山梨 大月市  国道 20 号 笹子川 1958 64   

R0031 富士見沢橋   山梨 大月市    笹子川     

R0032 矢下橋    山梨 大月市    笹子川     

R0033 船石橋    山梨 大月市    笹子川     

R0034 第四笹子川橋   山梨 大月市    ＪＲ中央本線 笹子川 1903  単線 上路トラス ｌ＝62.4 ｎ＝1 ピントラス  

R0035 新第四笹子川橋   山梨      笹子川 1968 99  ＰＣ桁橋 ｌ＝3ｘ32.1+31.8 

R0036 笹子川橋    山梨 大月市  国道 20 号 笹子川 1958 48  ＲＣ桁橋 ｎ＝3 

R0037 ?     山梨 大月市    ＪＲ中央本線 笹子川     

R0038 黒野田橋    山梨 大月市  国道 20 号 笹子川 1964   鈑桁 

R0039      山梨 大月市    ＪＲ中央本線 笹子川 1968     

R0040 星影橋    山梨 大月市  国道 20 号 笹子川     

R0041 新中橋    山梨 大月市  国道 20 号 笹子川     

R0050 新二川橋    山梨 甲府市  県道 29 号 荒川     

R0051 二川橋    山梨 甲府市    荒川     

R0052 荒川橋    山梨 甲府市   中央自動車道 荒川     

R0053 万十橋    山梨 甲府市  県道 29 号 荒川     

R0054 大国歩道橋   山梨 甲府市  荒川     

R0055 彩大橋    山梨 甲府市  国道 209号 荒川     

R0056 荒川橋梁    山梨 甲府市  国鉄身延線 荒川     

R0057 新平和橋    山梨 甲府市    荒川     

R0058 千秋橋    山梨 甲府市  県道 3 号 荒川  1939 94.5 6 Ｒ Ｃ ゲ ル バ ー 桁  ｌ ＝

17.95+19+20+19+17.95 

R0059 飯豊橋  いいとよ 山梨 甲府市    荒川  1941 89.7 4.1  

R0060 安良川橋  あらかわ 山梨 甲府市    荒川  1875 87 5.4 木橋  

R0061 荒川橋  あらかわ 山梨 甲府市  国道 52 号 荒川  1958 34.9 4.5 合成鈑桁 ｌ＝34.4 

R0062 新荒川橋    山梨 甲府市  県道 7 号 荒川     

R0063 長松寺橋    ちょうしょうじ 山梨 甲府市  県道 106 荒川  1958 91 6.1 永久橋  

R0064 荒川橋梁  あらかわ 山梨 甲府市   国鉄中央本線 荒川  1968 116 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ25.4+12.9 

R0065 陣場橋    山梨 甲府市    荒川     

R0066 音羽橋    山梨 甲府市    荒川     

R0067 千松橋  せんまつ 山梨 甲府市  県道 6 号 荒川  1938 99 5.6 ＲＣゲルバー桁 

R0068 八幡橋    山梨 甲府市    荒川     

R0069 金石橋    山梨 甲府市    荒川     

R0070 桜橋    山梨 甲府市  県道 7 号 荒川     

R0071 長潭橋  ながとろ 山梨 甲府市  県道 7 号 荒川  1925 34.5 4.6 ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝27 



 ２ 

R0072 荒川ダム    山梨      荒川     

R0080 富士川大橋   山梨 増穂町・市川大門町 広域農道 釜無川    トラス+鋼連続箱桁 

R0081 三郡橋  さんぐん 山梨 南アルプス市・市川三郷町  釜無川 1951 404 2.5 木造板橋 

R0082 三郡西橋  さんぐんにし 山梨     東南湖市川大門線 釜無川 1963 375 8.5 合成鈑桁 Ｌ＝274 +木橋 

R0083      山梨    国道 144号 釜無川 1976 374  永久橋 

R0084 浅原橋  あさはら 山梨 南アルプス市・中央市 県道 12 釜無川 1962 400 6 ＰＣ桁 ｎ＝19 

R0085 釜無川大橋 かまなしがわおお 山梨 南アルプス市・中央市 新山梨環状道路 釜無川 1901 480 2x(8.5+3.5) 鋼連続箱桁  ｌ＝

104.6+134+134+104 

R0086 鏡中条橋 かがみなかじょう 山梨 南アルプス市・中央市  釜無川 1967 465 4 鈑桁 

R0087 堺国橋  かいこく 山梨 南アルプス市・甲斐市（竜王町）釜無川 1899 522 3.3 木橋 

R0088 開国橋  かいこく 山梨    県道 5 号 釜無川 1986 492 13 連続鈑桁 ｎ＝3ｘ3@ 鈑桁 ｎ＝2 

R0089 釜無川橋梁   山梨    山梨電鉄 釜無川 1968   以後 開国橋の歩道橋 

R0090 信玄橋  しんげん 山梨 南アルプス市・甲斐市 県道 20 釜無川 1992 516 7.5+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ3@+2ｘ2@ 

R0091 釜無川橋    山梨 南アルプス市・甲斐市（双葉町） 中部横断自動車道 釜無川 2002    

R0092 双田橋  そうだ  山梨 南アルプス市・甲斐市（双葉町） 県道 118 釜無川 1967 362 5.5 ＰＣ橋 

R0093 船山橋  ふなやま 山梨 韮崎市  国道 52 号 釜無川 1979 319 7+2@2.5 連続鈑桁  ｌ＝2 ｘ（ 3@36.1 ）+

（36.1+32） 鈑桁 ｌ＝33.8 

R0094 武田橋  たけだ 山梨 韮崎市  県道 602 釜無川 1961 337 4.5 鈑桁 ＰＣＴ桁 ｌ＝9ｘ37.4 

R0095 桐沢橋    山梨 韮崎市    釜無川 1961 302 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ35.8 

R0096 入戸野橋    山梨 韮崎市    釜無川 1976 144  桁橋 

R0097 穴山橋  あなやま 山梨 韮崎市  国道 20 号 釜無川 1986 258.3  連続鈑桁 

R0098 釜無川橋    かまなしがわ 山梨 北社市（武川村・長坂町） 県道 612 釜無川 2002 172.1 8.5 鋼 連 続 箱 桁  ｌ ＝

37.8+2@47.5+37.8 

R0099 花木坂橋    山梨 北社市（白州町） 県道 617 釜無川 1991   桁橋 

R0100 台ケ原橋    山梨 北社市（白州町）   釜無川 1962 61.4 4.5 ＰＣＴ桁  

R0101 花水橋    山梨 北社市（白州町） 県道 606 釜無川 1961 80 4.5 ＰＣ桁 

R0102 竹花橋    山梨 北社市（白州町）   釜無川 1994 140 3 鈑桁 

R0103 鳳来橋    山梨 北社市（白州町）   釜無川 1990    

R0104 新・国界橋  こっかい 山梨 北社市（白州町）・富士見町 国道 20 号 釜無川 1966 127.3 7 連続鈑桁 ｎ＝4 

R0105 旧・国界橋  こっかい 山梨 北社市（白州町）・富士見町 釜無川 1887 38 4.5 木橋 

R0106 諸水橋    山梨 北社市（白州町）・富士見町 釜無川 1975 147 4 下路鈑桁 

R0107 大武川橋    山梨 北社市（白州町）・富士見町 釜無川 1950  鋼橋 

R0108 開田橋    山梨 白根町    釜無川 1933 497 5 鋼アーチ ｎ＝2 

R0109 往還橋    山梨 白州町    釜無川 1796 13 13 土橋 

R0110 釜無川橋    山梨 高根町    釜無川 1917   木桁橋 

R0120 富士川大橋   山梨 増穂町・市川大門町 広域農道 笛吹川 1997   トラス +鋼連続箱桁 

R0121 三郡橋  さんぐん 山梨 市川三郷町    笛吹川 1951 404 2.5 木造板橋 

R0122 三郡東橋   さんぐんひがし 山梨    国道 144号 笛吹川 1972 226 8.5 トラス ｌ＝59.3 +鈑桁 

R0123 桃林橋  とうりん 山梨 中央市（田富町） 県道 3 号 笛吹川 2001 251 8.5+3.5 鋼 連 続 箱 桁  ｌ ＝

45.2+3@53+45.2 

R0124 笛吹川橋梁  ふえふきがわ 山梨 中央市（田富町）・市川三郷町 ＪＲ身延線 笛吹川 1928 249 単線 トラス ｌ＝4ｘ47 鈑桁 ｎ

＝2 

R0125 豊積橋  とよづみ 山梨 中央市（玉穂町・豊富村） 県道 29号 笛吹川 1960 264 4.5 トラス ｌ＝59 木桁 ｎ＝2 

R0126 下曽根橋    山梨 甲府市（中道町） 国道 358号 笛吹川 1978  2ｘ  

R0127 笛吹川橋    山梨 甲府市（中道町） 中央自動車道 笛吹川 1982  4 車 鈑桁 

R0128 中道橋  なかみち 山梨 甲府市（中道町） 県道 113号 笛吹川 1950 230.9 5.5 トラス ｌ＝45 ｎ＝2 鈑桁 ｌ＝2ｘ17.9 Ｉ

型桁 ｎ＝11 

R0129 中道橋  なかみち 山梨      笛吹川 2005   桁 

R0130 白井河原橋   しらいかわら 山梨 甲府市（中道町） 県道 301号 笛吹川 1960 268 3 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ33.8 木桁 Ｌ＝57.2 

R0131      山梨    国道 140号 笛吹川 1986 280  桁橋 

R0132 砂原橋    山梨 笛吹市（石和町）   笛吹川    これまでも木橋  

R0133 蛍見橋  ほたるみ 山梨 笛吹市（石和町） 県道 22 号 笛吹川 1960 256 5.5 ＰＣ桁 ｎ＝8 

R0134 万年橋  まんねん 山梨 笛吹市（石和町）   笛吹川 1983 205.3 6.25+1.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ40.2 

R0135 石和橋    山梨 笛吹市（石和町） 国道 20 号 笛吹川 1974 280 10 連続鈑桁 ｌ＝4@52.5 

R0136 笛吹川橋    山梨 石和・甲府    笛吹川 1874 112 5.4 板橋 

R0137 鵜飼橋  うかい 山梨 笛吹市（石和町） 県道 302 笛吹川 1921 231.6 5.5 Ｉ型桁 ｌ＝12.2 ｎ＝19 

R0138 笛吹橋  ふえふき 山梨 笛吹市（石和町） 国道 411号 笛吹川 1981 178 13 鋼連続箱桁 

R0139 大野桑戸橋   山梨 笛吹市・山梨市  県道 208号 笛吹川 2005 520   

R0141 桑戸橋    山梨    県道 208号 笛吹川 1961 168 4.5 ＰＣ桁 

R0142 神徳橋    山梨 笛吹市    笛吹川 1972   桁橋 

R0143 笛吹川橋梁   山梨 笛吹市    ＪＲ中央本線 笛吹川 1965 163 単線 （複線化） 下路鈑桁 ｌ＝22.3+31.5+2

ｘ45.5+16 

R0144 根津橋  ねづ  山梨 笛吹市  県道 216号 笛吹川 1996 166.4 5.5 鈑桁 ｌ＝18.5+7ｘ18+18.5 

R0145 万力大橋    山梨 笛吹市    笛吹川 1976    

R0146 亀甲橋  きこう  山梨 笛吹市  県道 205号 笛吹川 1933 102.9 5.5 鋼下路ソリッドリブタイドアーチ  ｌ

=3X33.5 

R0147 八幡橋    山梨 山梨市  県道 303号 笛吹川 1974   連続鈑桁 

R0148 岩手橋    山梨 山梨市    笛吹川 1968   桁橋 



 ３ 

R0149 坐忘橋    山梨 山梨市・甲州市（塩山市） 笛吹川 1985   桁橋 

R0150 新隼橋    山梨 山梨市・甲州市（塩山市） 国道 140号 笛吹川 1973    

R0151 新鍛冶屋橋   山梨 山梨市・甲州市（塩山市） 国道 140号 笛吹川 1994    

R0152 鍛冶屋橋  かじや 山梨 山梨市・甲州市（塩山市） 県道 笛吹川 大正   木橋 

R0153 山梨         国道 140号 笛吹川 1960   上路トラス 

R0154 かじめん橋   山梨 山梨市    笛吹川 1960   桁橋 

R0155 御幸橋    山梨 山梨市  広域農道 笛吹川 1984    

R0156 天神橋    山梨 山梨市    笛吹川 1977    

R0157 千原松ノ木橋   山梨 山梨市    笛吹川 1998   鈑桁 

R0158 一之橋    山梨 山梨市  県道 213号 笛吹川 1968   永久橋 

R0159 馬込橋    山梨 山梨市    笛吹川 2003   鈑桁 

R0160 滝見橋    山梨 山梨市    笛吹川 1958 42 4.5 上路トラス ｌ＝41  

R0161 三之橋    山梨 山梨市    笛吹川 1961    

R0162 新三之橋    山梨 山梨市  国道 140号 笛吹川 1976    

R0163 新三之橋    山梨 山梨市    笛吹川 1983   鈑桁 

R0164 西之平橋    山梨 山梨市    笛吹川 1982   桁橋 

R0165 釜口橋    山梨 山梨市    笛吹川 1985 49 4.5 鋼ランガー桁 ｌ＝48 

R0166 赤岩橋    山梨 山梨市    笛吹川 1973   トラス 

R0167 芹沢橋    山梨 山梨市    笛吹川 2004    

R0168 広瀬ダム    山梨      笛吹川 1974    

R0169 西沢大橋    山梨 山梨市  国道 140号 笛吹川 1996   鋼 V脚ラーメン橋 

R0170 丸林橋    山梨      笛吹川 1958 61 7 上路トラス ｌ＝60 

R0180 新早川橋   しんはやかわ 山梨 身延町  国道 52 号 早川  1968 557 8.5 ＲＣ連続箱桁 ｌ＝5ｘ（3@36.8） 

R0181 早川橋  はやかわ 山梨 身延町  県道 410 早川  1934 161.3 5.5 トラス ｎ＝3 

R0182 鷲尾橋    山梨 早川町    早川  1960   トラス 

R0183 弁天橋    山梨 早川町    早川     

R0184 栄代橋    山梨 早川町    早川     

R0185 中之尾橋    山梨 早川町    早川     

R0186 大古橋    山梨 早川町    早川     

R0187 草塩橋    山梨 早川町    早川     

R0188 早栄橋    山梨 早川町  県道 37 号 早川     

R0189 早川大橋    山梨 早川町    早川  1956 111.6 5.5 トラス ｌ＝2ｘ55 

R0190 新倉橋    山梨      早川     

R0191 栃の木橋    山梨      早川  1954 49 4.5 トラス ｌ＝48 

R0192 ？     山梨      早川  1960 15.3  ＲＣＴ桁  

R0193 蓬莱橋    山梨    県道 37 号 早川  1955 36.8 4.5 鋼上路 2 ヒンジトラスドア－チ ｌ＝36 

R0194 慶雲橋    山梨    県道 37 号 早川     

R0195 見返橋    山梨    県道 37 号 早川     

R0196 （奈良田湖）   山梨      早川     

R0197 奈良田橋    山梨    県道 37 号 早川  1958 85 4.5 鋼ランガー桁 ｌ＝84 

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

 


