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FR29:川を渡る橋・奈良県 
 

 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 七色ダム    奈良      北山川     

R0002 小口橋    奈良 下北山村  国道 169号 北山川 1961   鋼ランガー+鈑桁 

R0003 池原ダム    奈良      北山川     

R0004 白川大橋    奈良 下北山村    北山川 1964 194  トラス ｎ＝3 

R0005 ？     奈良 下北山村  県道  北山川     

R0006 ？     奈良 下北山村  国道 169号 北山川     

R0007 北山大橋    奈良 下北山村    北山川 1967   トラス 

R0008 薬師橋（新河合橋）  奈良 下北山村    北山川 1980   トラス橋 

R0009 滝見橋    奈良 下北山村    北山川 1964   吊橋 単径間 鋼補剛トラス ＲＣ塔 

R0021 二津野ダム   奈良      十津川 1962    

R0022 二津野大橋  ふたつのおお 奈良 十津川村    十津川 1925 193 1.8 吊橋 

R0023 猿飼橋  さるかい 奈良 十津川村    十津川 1945 131 2.5 鋼上路アーチ 

R0024 込之上橋  こみのうえ 奈良 十津川村    十津川 1921 161 2 吊橋 

R0025 折立橋    奈良 十津川村     十津川 1934 156 3  

            吊橋 ｌ＝160 単径間 木造補剛トラス 木床 ＲＣＡ型塔 耐風索 

R0026 折立大橋    奈良    国道 168号 十津川 1958 270 5.5 上路トラス ｌ＝2 ｘ65 鈑桁 ｌ＝2ｘ30 

R0027 おおつろ橋   奈良      十津川    上路トラス n＝1 

R0028 小原大橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川    鋼上路ランガー桁+鈑桁 

R0029 湯之平橋  ゆのひら 奈良 十津川村    十津川 1942 82 2.5 吊橋 

R0030 湯の原橋  ゆのはら 奈良 十津川村  国道 168号 十津川 1934 113 1.5 吊橋 

R0031 三原橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川     

R0032 小井橋  こい  奈良 十津川村  国道 168号 十津川 1979 163 8 上路トラス+鈑桁 

R0033 池穴大橋  奈良      国道 168号 十津川    鋼中路ローゼ 

R0034 池穴橋  いけあな 奈良 十津川村    十津川 1931 118 1.8 吊橋 

R0035 山崎大橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川 1951   ランガー桁 鈑桁 ｌ＝4ｘ25 

R0036 岩村橋    奈良 十津川村    十津川    吊橋 

R0037 十津川第一発電所水路橋 奈良 十津川村    十津川     

R0038 風屋大橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川 1973 73 7 トラス ｌ＝1ｘ72 

R0039 風屋ダム    奈良      十津川     

R0040 （旧）川津大橋 かわづおお 奈良 十津川村    十津川 1960 178.2 3.6  

             吊橋 ｌ＝177.6 鋼逆三角型補剛トラス 木床 鋼塔 耐風索 

R0041 川津大橋  かわづおお 奈良 十津川村    十津川 1991 201 7 鋼ニールセンローゼ ｌ＝197.45 

R0042 谷瀬吊橋    奈良 十津川村    十津川 1953 297.5 1 無補剛吊橋 地山に直接アンカー 

R0043 谷瀬橋    奈良 十津川村    十津川 1973  6 トラス 鈑桁 

R0044 旭橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川     

R0045 田長瀬橋    奈良 十津川村  国道 168号 十津川   245 10.5 鋼上路ローゼ 

R0046 ふれあい大橋   奈良 大塔村     天川川 1997   鋼三角ローゼ 

R0047 清水橋  しみず 奈良 大塔村    天川川 1968 136 2 吊橋 

R0048 堂平橋  どうひら 奈良 大塔村    天川川 1969 90.8 4 鋼上路ランガー桁 ｌ＝76 

R0049 猿谷ダム    奈良      天川川 1957    

R0050 中原橋  なかばら 奈良 大塔村  県道  天川川    鋼ランガー桁 

R0051 阪本橋  さかもと 奈良 大塔村    天川川    吊橋 

R0052 大塔橋  おおとう 奈良 大塔村  国道 168号 天川川 1956 106 5.5 トラス ｌ＝68 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ17.9 

R0053 簾橋  すだれ 奈良 大塔村  林道  天川川 1974 95 4.7 鋼トラスドランガー 

R0054 塩野橋  しおの 奈良 天川村    天川川 1953 76 5 トラス 

R0055 ？     奈良      天川川 1955 60.8 2.5 吊橋 

R0056 広瀬橋  ひろせ 奈良 天川村    天川川 1923 60.8 2.5 吊橋 

R0057 山西橋  やまにし 奈良 天川村    天川川 1957 49.2 2.2 吊橋 

R0058 紫流橋    奈良 天川村    天川川    ＰＣ桁 

R0059 篭山橋  こもりやま 奈良 天川村    天川川     

R0060 庵住橋  いおすみ 奈良 天川村    天川川    ＰＣ桁 

R0061 和田柿野橋   奈良 天川村    天川川     

R0062 栃尾橋  ときお  奈良 天川村    天川川 1953 41 3.6 ＲＣ桁 

R0063 舟戸橋    奈良 天川村    天川川     

R0064 九尾ダム  つづらお 奈良      天川川     

R0065 中越橋    奈良 天川村    天川川 1915 34 2.2 鉄線吊橋 

R0066 天保橋    奈良 天川村    天川川 1937 20 1 吊橋 

R0067 宮山橋    奈良 天川村    天川川 1939 45 1.3 吊橋 

R0068 森田橋    奈良 天川村    天川川 1951 70 1.3 吊橋 

R0069 沖金橋    奈良 天川村    天川川 1955 64 2.2 吊橋 



R0070 弥山橋    奈良 天川村    天川川 1957 65 3 ＰＣ桁 

R0071 弁天橋    奈良 天川村    天川川 1950 43 3.6 ＲＣ桁 

R0072 五色橋  ごしき  奈良 天川村    天川川 1971 50 4 トラス 

R0073 小原橋  こはら  奈良 天川村    天川川     

R0074 北小原橋    奈良 天川村    天川川 1952    

R0075 中谷橋  なかたに 奈良 天川村    天川川 1954 63 2.2 吊橋 

R0076 沢谷橋  さわたに 奈良 天川村    天川川 1914 62 2.5 鉄線吊橋 

R0077 弁天淵橋    奈良 天川村    天川川 1980   トラス 

R0090 阪合部橋  さかあいべ 奈良 五条市    紀ノ川 1972 86 5 トラス ｌ＝84.6 

R0091 御蔵橋  みくら  奈良 五条市  県道 732号 紀ノ川 1954 65.5 5.5 トラス 

R0092 大川橋（五条大橋）  奈良    国道 168 紀ノ川 1961 248.9 7.5+1.5  

               鋼合成箱桁 ｌ＝3ｘ48.8 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ（15+33） 

R0093 栄山寺橋  えいさんじ 奈良 五条市  県道 137号 紀ノ川 1992 95 6.5+2@1.5 鋼中路ロ－ゼ ｌ＝1ｘ83 

R0094 大昭橋    奈良 五条市  県道 39号 紀ノ川 1963   トラス 

R0095 阿太橋  あた  奈良 五条市  県道 259号 紀ノ川 1960   トラス 

R0096 梁瀬橋    奈良 大淀町・下市町 広域農道 紀ノ川 1980    

R0097 水道橋    奈良 大淀町・下市町   紀ノ川 1989   トラス ｎ＝2 

R0098 千石橋    奈良 大淀町・下市町 国道 309号 紀ノ川 1963 181.8 8 鈑桁 

R0099 椿橋    奈良 大淀町・下市町   紀ノ川     

R0100 新椿大橋    奈良 大淀町・下市町   紀ノ川 2004 310   

R0101 美吉野橋    奈良 大淀町・吉野町 県道 15号 紀ノ川 1936 150 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝29+3@30+29 

R0102 吉野大橋    奈良 大淀町・吉野町 県道 15号 紀ノ川 1971 174 8 連続鈑桁 ｌ＝41.6+2@45.4+41.6 

R0103 吉野川橋梁 よしのがわ 奈良 吉野町  近鉄吉野線 紀ノ川 1928 ≒243 単線 上路トラス ｌ＝3ｘ46.9 鈑桁 ｎ＝6 

R0104 上市橋    奈良 吉野町    紀ノ川 1965 157 6  

R0105 桜橋    奈良 吉野町  県道 15号 紀ノ川 1960 159 5 トラス ｎ＝2 鈑桁 

R0106 妹背大橋    奈良 吉野町    紀ノ川 1964 140 6 桁橋 ｎ＝7？ 

R0107 楢井不動橋 ならいふどう奈良 吉野町    紀ノ川 1961 110 3  

R0108 柴橋    奈良    県道 39号 紀ノ川 1959 88 5.6 トラス 

R0109 宮滝大橋    みやたきおお 奈良 吉野町  国道 168号 紀ノ川     

R0110 菜摘大橋  なつみおお 奈良 吉野町    紀ノ川 1972 124 3.5  

R0111 五社大橋    奈良 吉野町    紀ノ川 1961 119 4  

R0112 吉野渡場大橋 よしのわたしばおお 奈良 吉野町   紀ノ川     

R0113 大野橋  奈良 吉野町      紀ノ川 1961 112 2 吊橋 単径間 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0114 鈴の音橋（南国栖橋） （みなみくず） 奈良 吉野町  紀ノ川 1960 87 3 桁橋 

R0115 小倉橋  おぐら  奈良 川上村  県道 262号 紀ノ川 1936 59  トラス 

R0116 住吉橋    奈良 川上村    紀ノ川   吊橋 

R0117 友遊橋    奈良 川上村    紀ノ川 1993  歩道 吊橋 

R0118 鎧樹橋    奈良 川上村    紀ノ川 1968   トラス 

R0119 （大滝ダム）   奈良      紀ノ川 2009     Ｈ＝100 重力式ダム 近畿地方整備局 

R0120 塩谷橋  しおたに 奈良 川上村    紀ノ川    水没 

R0121 北塩谷橋    奈良 川上村    紀ノ川     

R0122 平和橋    奈良 川上村    紀ノ川    水没 

R0123 道俊橋    奈良 川上村  国道 169号 紀ノ川 1998   鋼ニールセン橋 

R0124 白屋橋  しろや  奈良 川上村    紀ノ川 1991 225 9 ＰＣ斜張橋 ｌ＝124.3+99.3 

R0125 下井戸橋  しもいど 奈良 川上村    紀ノ川    水没 

R0126 井戸橋  いど  奈良 川上村    紀ノ川 1990    

R0127 武光橋    奈良 川上村    紀ノ川    タイドアーチ ＰＣラーメン箱桁 

R0128 （一号橋）    奈良 川上村    紀ノ川     

R0129 （二号橋）    奈良 川上村    紀ノ川     

R0130 鍬の瀬橋    奈良 川上村  県道 258号 紀ノ川 1998    

R0131 高岩橋    奈良 川上村    紀ノ川    トラス 撤去  

R0132 北和田橋    奈良 川上村    紀ノ川 1959    

R0133 太平橋    奈良 川上村    紀ノ川 1959 71 4.5 合成鈑桁 ｌ＝30+2ｘ20 

R0134 御座橋    奈良 川上村    紀ノ川   歩道  

R0135 （大迫ダム）   奈良      紀ノ川   Ｈ＝74.5 アーチダム 近畿農政局 

R0136 入之波大橋   奈良 川上村  県道 224号 紀ノ川    中路アーチ 

R0137 北股谷橋？   奈良 川上村    紀ノ川 1973   トラス 

R0140 広瀬橋    奈良 山添村  県道 785号 名張川     

R0141 月ヶ瀬橋  つきがせ 奈良 奈良市  県道 82号 名張川 1893 87 3 木造上路トラス ｎ＝4 

R0142 八幡橋  はちまん 京都・奈良 南山城村・奈良市  名張川 1969 158（補剛桁支間） 3.5 吊橋 ｌ＝160 鋼塔 

R0143 ？     奈良      名張川 1919    

                木造下路トラス ｌ=21.14+2ｘ21.212+21.141 

R0144 ？     奈良      名張川 1936 87.8 4.5 ＲＣ下路タイドア－チ ｌ＝4ｘ21 

R0145 ？     奈良      名張川 1968  6  

                鋼ランガー ｌ＝98 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ33 

R0146 五月橋  さつき  三重・奈良 伊賀市・山添村 国道 25号 名張川 1928 95.4 4.5  

              プラットトラス 両側にワーレントラス ｌ＝21.4+50.6+21.4 

R0147 新五月橋  しんさつき 三重・奈良 伊賀市・山添村 名阪国道 名張川 1965 110 8.5 連続鈑桁 ｎ＝3 



R0150 大正橋    奈良 三郷町・王寺町   大和川     

R0151 上大和川橋梁 かみやまとがわ 奈良 三郷町・王寺町 ＪＲ関西本線 大和川 1932 159.8 複線  

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

R0152 第三大和川橋梁   奈良      大和川 1987 ≒160 複線 トラス ｌ＝1ｘ77.6+トラス ｌ＝1ｘ62.4  

R0153 神前橋    奈良 三郷町・王寺町   大和川     

R0154 第二大和川橋梁 やまとがわ 奈良 三郷町・王寺町 ＪＲ関西本線 大和川   複線  

R0155 多聞橋    奈良 三郷町・王寺町   大和川     

R0156 大和川橋梁 やまとがわ 奈良 三郷町・王寺町 近鉄生駒線 大和川 1921  単線 鈑桁 

R0157 明治橋    奈良 三郷町・王寺町 県道 194号 大和川 1986 151.1 6.5+2@2 連続鈑桁 ｌ＝46.5+56.5+46.5 

R0158 若草橋    奈良 三郷町・王寺町   大和川     

R0159 昭和橋    奈良      大和川 1964 150 7  

              ゲルバー鈑桁 ｌ＝30.1+38.2+30 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ25 

R0160 第一大和川橋梁   奈良 斑鳩町・河合町 ＪＲ関西本線 大和川 1890 137 複線 鈑桁 ｌ＝21 ｎ＝6 

R0161 御幸大橋    奈良 斑鳩町・河合町 県道 5号 大和川     

R0162 御幸橋  みゆき 奈良 安堵町・河合町   大和川 1904 80 3.6 木橋 

R0163 御幸大橋    奈良 安堵町・河合町 西名阪自動車道 大和川 1972 332.9 8.7  

               連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@49.1） 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ36 

R0164 太子橋    奈良 安堵町    大和川     

R0165 広平橋    奈良 安堵町    大和川 1875    

R0166 馬場尻橋    奈良 安堵町・川西町   大和川     

R0167 板屋ケ瀬橋   奈良 大和郡山市・川西町 大和中央道 大和川 1903 36 3.6 土橋  

R0168 川久保橋    奈良 大和郡山市・川西町  大和川     

R0169 杉の木橋    奈良 川西町    大和川     

R0170 大和川橋梁   奈良 川西町  近鉄橿原線 大和川   複線  

R0171 下永橋    奈良 川西町    大和川     

R0172 天神橋    奈良 天理市     大和川 

R0173 帰仁橋    奈良 天理市   国道 24号 大和川 

R0174 常宝橋    奈良 天理市     大和川 

R0175 大中橋    奈良 天理市・田原本町 県道 36号 大和川 

R0176 四条橋    奈良 田原本町    大和川 

R0177 法条橋    奈良 田原本町    大和川 

R0178 寺内北橋    奈良 田原本町    大和川 

R0179 寺内橋    奈良 田原本町    大和川 

R0180 法貴寺大橋   奈良 田原本町    大和川 

R0181 海上橋    奈良 田原本町  県道 196号 大和川 

R0182 天王橋    奈良 田原本町    大和川 

R0183 平田橋    奈良 田原本町    大和川 

R0184 大平橋    奈良 田原本町  県道 50号 大和川 

R0185 大木橋    奈良 田原本町    大和川 

R0186 大川橋    奈良 田原本町    大和川 

R0187 蔵堂橋    奈良 田原本町    大和川 

R0188 鯉ケ尻橋    奈良 田原本町    大和川     

R0190 観音橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0191 綱掛橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0192 瑞穂橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0193 茶園橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0194 大西橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0195 庚申橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0196 打合橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0197 うちあい橋    奈良 桜井市  県道 152号 初瀬川     

R0198 新三輪大橋   奈良 桜井市    初瀬川     

R0199 三輪大橋    奈良 桜井市  国道 169号 初瀬川     

R0200 昭和橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0201 出口橋    奈良 桜井市  県道 199号 初瀬川     

R0202 初瀬川橋梁   奈良 桜井市  ＪＲ桜井線 初瀬川   単線  

R0203 大向寺橋    奈良 桜井市    初瀬川    桁橋 ｎ＝3 

R0204 馬井手橋  うまいで 奈良 桜井市    初瀬川     

R0205 式島橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0206 新佐野渡橋 しんさのわたり 奈良 桜井市  国道 165号 初瀬川 1940 59.2 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22.7 ｎ＝3 

R0207 佐野渡橋  さのわたり 奈良 桜井市    初瀬川     

R0208 やんげん橋   奈良 桜井市    初瀬川     

R0209 朝倉橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0210 慈恩寺天王橋   奈良 桜井市    初瀬川     

R0211 初瀬川橋梁   奈良 桜井市  初瀬軌道 初瀬川 1909  単線  

R0212 初瀬川橋梁   奈良 桜井市  近鉄大阪線 初瀬川   単線  

R0213 朝倉橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0214 勧進橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0215 龍谷橋    奈良 桜井市    初瀬川     



R0216 狛岩坂橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0217 下河原橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0218 初瀬橋    奈良 桜井市  県道 252号 初瀬川     

R0219 長谷大橋    奈良 桜井市  国道 165号 初瀬川     

R0220 参急橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0221 神河橋    奈良 桜井市    初瀬川    桁橋 

R0222 伊勢辻橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0223 天神橋    奈良 桜井市    初瀬川    桁橋 

R0224 連河橋    奈良 桜井市    初瀬川     

R0225 （初瀬ダム）   奈良 桜井市    初瀬川 1987   H=55 

R0240 高橋    奈良 大和郡山市    佐保川    桁橋 n＝2 

R0241 ？     奈良 大和郡山市  近鉄橿原線 佐保川 1923  単線   

R0242 宮堂橋    奈良 大和郡山市    佐保川     

R0243 佐保川橋    奈良 大和郡山市  近鉄天理線 佐保川 1988  複線 鈑桁 ｎ＝4 

R0244 三郷橋    奈良 大和郡山市  県道 193号 佐保川     

R0245      奈良 大和郡山市  西名阪自動車道 佐保川 1969    

R0246 井筒橋    奈良 大和郡山市  国道 25号 佐保川     

R0247 寿橋    奈良 大和郡山市    佐保川     

R0248 杉橋    奈良 大和郡山市  県道 249号 佐保川     

R0249 佐保橋    奈良 大和郡山市  県道 144号 佐保川     

R0250 郡山大橋    奈良 大和郡山市  佐保川     

R0251 羅城門橋    奈良 大和郡山市・奈良市  佐保川     

R0252 打合橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0253 ？     奈良 奈良市    JR関西本線 佐保川 1890  複線 鈑桁 

R0254 ？     奈良 奈良市  国道 24号 佐保川     

R0255 高橋    奈良 奈良市  県道 122号 佐保川     

R0256 高橋    奈良 奈良市  県道 1号 佐保川     

R0257 大宮橋    奈良 奈良市  国道 369号 佐保川     

R0258 ？     奈良 奈良市  近鉄奈良線 佐保川 1914  複線  

R0259 二条橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0260 大宮橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0261 ？     奈良 奈良市    JR関西本線 佐保川   複線  

R0262 栄楽橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0263 下長慶橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0264 佐保橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0265 天平橋    奈良 奈良市    佐保川 1956   合成鈑桁  

R0266 法蓮橋  ほうれん 奈良 奈良市    佐保川 1940 15.7  ＲＣ桁 ｌ＝5.3 ｎ＝3 

R0267 若草橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0268 新石橋  しんいし 奈良 奈良市  国道 369号 佐保川 1941 17.3  ＲＣ桁 ｌ＝8.6 ｎ＝2 

R0269 大目橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0270 蛭子橋    奈良 奈良市    佐保川     

R0280 新保田橋    奈良 川西町  県道 36号 飛鳥川     

R0281 保田橋    奈良 川西町  県道 36号 飛鳥川     

R0282 唐院橋    奈良 川西町  県道 108号 飛鳥川 1900 40 3.6 木橋  

R0283 藤ノ木橋    奈良 三宅町    飛鳥川     

R0284 出屋敷橋    奈良 三宅町    飛鳥川     

R0285 ？     奈良 三宅町   近鉄田原本線 飛鳥川 1948    

R0286 船つき橋    奈良 三宅町    飛鳥川     

R0287 辰ケ辻橋    奈良 三宅町    飛鳥川     

R0288 富本橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0289 新富本橋    奈良 田原本町  県道 14号 飛鳥川     

R0290 浜橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0291 小室橋    奈良 田原本町  県道 112号 飛鳥川     

R0292 平野橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0293 山田橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0294 ？     奈良 田原本町  国道 24号 飛鳥川     

R0295 農振橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0296 笠縫大橋    奈良 田原本町  県道 50号 飛鳥川     

R0297 多宮橋    奈良 田原本町    飛鳥川     

R0298 西新堂大橋   奈良 田原本町    飛鳥川     

R0299 瑞穂橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0300 豊田橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0301 ？     奈良 橿原市  近鉄大阪線 飛鳥川 1925    

R0302 地黄橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0303 春日橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0304 高橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0305 新蘇武橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0306 飛鳥川橋    奈良 橿原市  JR桜井線 飛鳥川 1984 ≒30  鈑桁 ｌ＝1ｘ30 



R0307 蘇武橋    奈良 橿原市    飛鳥川     

R0308 ？     奈良 橿原市  近鉄橿原線 飛鳥川 1923 

R0309 橿原橋    奈良 橿原市  国道 24号 飛鳥川 1940 

R0310 神道橋    奈良 橿原市  県道  飛鳥川  

R0311 藤原京大橋   奈良 橿原市  国道 165号 飛鳥川  

R0312 出柳橋    奈良 橿原市    飛鳥川  

R0313 四分橋    奈良 橿原市  県道  飛鳥川  

R0314 河原橋    奈良 橿原市    飛鳥川  

R0315 新河原橋    奈良 橿原市  県道 206号 飛鳥川  

R0316 上飛騨橋    奈良 橿原市    飛鳥川  

R0317 田中橋    奈良 橿原市    飛鳥川  

R0318 小治田橋    奈良 明日香村  県道 124号 飛鳥川  

R0319 雷橋    奈良 明日香村    飛鳥川  

R0320 甘樫橋    奈良 明日香村  県道 124号 飛鳥川  

R0322 飛鳥橋    奈良 明日香村    飛鳥川  

R0323 高市橋    奈良 明日香村  県道 155号 飛鳥川  

R0324 川戸橋    奈良 明日香村    飛鳥川     

R0325 祝戸橋    奈良 明日香村    飛鳥川     

R0326 勧請橋    奈良 明日香村  県道 15号 飛鳥川     

R0327 神奈備橋    奈良 明日香村  県道 15号 飛鳥川     

R0341 弋島橋    奈良 安堵町    富雄川     

R0342 ？     奈良 斑鳩町・安堵町 ＪＲ関西本線 富雄川 1926  複線  

R0344 安富橋    奈良 斑鳩町・安堵町 県道 109号 富雄川     

R0346 業平橋    奈良 斑鳩町    富雄川   歩道  

R0347 米寿橋    奈良 斑鳩町    富雄川 1888 45.5 3.6 土橋 

R0349 米寿橋    奈良 大和郡山市  国道 25号 富雄川     

R0350 小泉橋    奈良 大和郡山市  県道 123号 富雄川     

R0352 富雄橋    奈良 大和郡山市    富雄川 1874 37 4.5 土橋 

R0355 ？     奈良    県道 9号 富雄川     

R0357 山田橋    奈良 大和郡山市    富雄川     

R0359 福寿橋    奈良 大和郡山市    富雄川     

R0361 外川橋    奈良 大和郡山市  県道 189号 富雄川     

R0362 二城橋    奈良 大和郡山市    富雄川     

R0363 城栄橋    奈良 大和郡山市  県道 249号 富雄川     

R0366 登弥橋    奈良 奈良市  県道 249号 富雄川     

R0367 石木橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0369 大和田橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0372 丸山橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0374 砂茶屋橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0375 ？     奈良     第二阪奈道路 富雄川 1997    

R0377 下鳥見橋    奈良 奈良市  国道 308号（暗越奈良街道） 富雄川     

R0378 高槻橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0379 脇寺橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0380 上鳥見橋    奈良 生駒郡     富雄川 1906 20 3.6 土橋 

R0382 桧森橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0383 霊山橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0384 藤宮橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0385 親之木橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0386 近大橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0387 黒谷橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0388      奈良 奈良市  県道 702号 富雄川     

R0389 富雄橋    奈良 奈良市  県道 1号 富雄川 1959 101 7 合成鈑桁 

R0392 水声橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0393 富中橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0395 四天王寺橋   奈良 奈良市    富雄川     

R0396 長沢橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0397 新富雄橋    奈良 奈良市  県道  富雄川     

R0399 富雄川橋梁   奈良 奈良市  近鉄奈良線 富雄川 1914  複線  トラス橋 

R0401 河西橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0402 下河橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0404 富雄北橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0405 三松橋    奈良 奈良市  県道 7号 富雄川     

R0407 三松北橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0408 月見橋    奈良 奈良市    富雄川     

R0409 春日橋    奈良 奈良市    富雄川    

R0410 杵築橋    奈良 奈良市    富雄川    

R0411 平野橋    奈良 奈良市    富雄川    

R0412 湯屋谷橋    奈良 奈良市    富雄川    



R0413 高捕橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0414 峰の谷橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0415 西村橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0416 安養寺橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0417 菖蒲谷橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0418 真弓橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0420 蛇喰橋  じゃはみ 奈良 生駒市    富雄川    

R0421 新谷橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0422 谷橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0423 ？     奈良 生駒市 近鉄けいはんな線 富雄川 2008  複線 

R0425 掛橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0426 上村大橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0427 西岡橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0428 芝橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0429 高山大橋    奈良 生駒市  国道 163号 富雄川    

R0431 宮方橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0434 出店橋    奈良 生駒市  県道 72号 富雄川    

R0437 宮橋    奈良 生駒市    富雄川    

R0438 川崎橋    奈良 生駒市  県道 65号 富雄川    

R0443 七鳥橋    奈良 安堵町    富雄川    

R0444 富雄川橋梁   奈良      JR関西本線 富雄川    

R0446 新業平橋  しんなりひら 奈良 斑鳩町    富雄川    

R0447 業平橋  なりひら 奈良 斑鳩町    富雄川   歩道 

R0449 米寿橋    奈良 斑鳩町  国道 25号 富雄川    

R0455 福寺橋    奈良      富雄川    

R0458 三城橋    奈良      富雄川    

R0459 城栄橋    奈良      富雄川    

R0461 登見橋    奈良 奈良市    富雄川    

R0466 富雄川高架橋   奈良     第二阪奈道路 富雄川 

R0471 霊山寺橋    奈良      富雄川 

R0472 藤富橋    奈良      富雄川 

R0473 おやり木橋   奈良      富雄川 

R0474 近大橋    奈良      富雄川 

R0477 富雄橋    奈良    県道 702号 富雄川 

R0483 四天王寺橋   奈良      富雄川 

R0491 下河橋    奈良      富雄川 

R0501 油屋谷橋    奈良      富雄川 

R0505 安義寺橋    奈良      富雄川 

R0512 富雄川橋梁   奈良   近鉄けいはんな線 富雄川 

R0514 上村大橋    奈良   県道   富雄川 

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

 


