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FR34:川を渡る橋・広島県 
 

 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 ？     広島 安芸高田市  ＪＲ三江線 生田川 1955 

R0002 乙木橋    広島 安芸高田市  県道 112号 生田川  

R0003 ？     広島 安芸高田市  県道 322号 生田川  

R0004 船木大仙橋   広島 安芸高田市  県道 322号 生田川  

R0005 船木橋    広島 安芸高田市  県道 325号 生田川  

R0006 ？     広島 安芸高田市  県道 4号 生田川  

R0007 西田橋    広島 安芸高田市    生田川  

R0008 大仙橋    広島 安芸高田市    生田川  

R0009 高北橋    広島 安芸高田市    生田川  

R0010 ？     広島 安芸高田市  国道 433号 生田川  

R0011 見口橋    広島 安芸高田市    生田川  

R0012 ？     広島 安芸高田市  県道 6号 生田川  

R0013 ？     広島 安芸高田市  国道 433号 生田川  

R0014 ？     広島 安芸高田市  県道 6号 生田川  

R0015 ？     広島 安芸高田市  県道 6号 生田川  

R0016 原山橋    広島 安芸高田市  県道 6号 生田川  

R0017 青橋    広島 安芸高田市  県道 6号 生田川     

R0018 内山橋    広島 安芸高田市    生田川     

R0021 日山橋    広島 三次市  国道 175号 神之瀬川 1908   渡船  

R0022 郷川橋    広島 三次市    神之瀬川     

R0023 向原橋    広島 三次市    神之瀬川     

R0024 明神橋    広島 三次市  国道 184号 神之瀬川     

R0025 神之瀬橋    広島 三次市    神之瀬川     

R0026 栄橋    広島 三次市    神之瀬川     

R0027 新石原橋    広島 三次市  県道 62号 神之瀬川     

R0028 宮原板橋    広島 三次市    神之瀬川     

R0029 宮が原橋    広島 三次市  県道 456号 神之瀬川     

R0030 御所が原橋   広島 三次市    神之瀬川     

R0031 沓ケ原ダム   広島      神之瀬川 1941   Ｈ＝19.5 重力ダム 中国電力 

R0032 沓ケ原大橋   広島 三次市  県道 456号 神之瀬川     

R0033 紅葉橋    広島 三次市  県道 456号 神之瀬川     

R0034 神野瀬橋    広島 三次市  県道 456号 神之瀬川     

R0035 高暮ダム  こうぼ  広島      神之瀬川 1949   Ｈ＝69.4 重力ダム 中国電力 

R0040 第五江川橋梁   広島 作木村・高宮町 国鉄三江線 江の川 1963  鈑桁 

R0041 （新）第三可愛橋梁  広島 作木村・高宮町 国鉄三江線 江の川 1975 233 単線 連続トラス ｌ＝3@77.6  

R0042 香淀大橋  こうよどおお 広島 作木村・高宮町   江の川 1985 204 6.75+2.5 連続トラス ｌ＝2@101.4  

R0043 第二可愛橋梁   広島 作木村・高宮町 国鉄三江線 江の川 1963  単線 鈑桁 

R0044 式敷大橋  しきじきおお 広島 作木村・高宮町 国道 433号 江の川 1974   トラス n＝3 

R0045 唐香橋  からこう 広島 作木村・高宮町   江の川 1964  2.5 吊橋単線  

R0046 （江の川ダム）   広島 三次市    江の川     

R0047 尾関大橋    広島 三次市  国道 54号 江の川 1975 297  鋼連続箱桁 

R0048 第一可愛川橋梁   広島 三次市  国鉄三江線 江の川 1955   鈑桁 

R0049 祝橋  いわい 広島 三次市  県道 112号 江の川 1959 210 5.5 トラス ｌ＝2ｘ51 ＰＣ桁 ｌ＝（2+2）ｘ27  

R0050 寿橋    広島 三次市  国道 183号 江の川 1968   鈑桁 

R0051 粟屋橋    広島 三次市    江の川 1976   鈑桁 n＝3 

R0052 三次大橋  みよしおお 広島 三次市  国道 54号 江の川 1968 276 8  

                鋼曲線箱桁 ｌ＝6ｘ40 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ31 

R0053 第一吉田川橋梁   広島 三次市  国鉄芸備線 江の川 1915   鈑桁 

R0054 江の川第一橋   広島 三次市   中国自動車道 江の川 1979 154 2x8.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2@76.5  

R0055 第二吉田川橋梁   広島 三次市  国鉄芸備線 江の川 1915   鈑桁 

R0056 江の川第二橋   広島 三次市   中国自動車道 江の川 1979 211 2x8.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2@81 

R0057 旭橋    広島 三次市    江の川   3 PC桁 

R0058 江の川第三橋   広島 三次市   中国自動車道 江の川 1979 316.3 2x8.5 鋼連続箱桁 ｌ＝53.5+69.5+63.5  

R0059 錦橋    広島 高田郡    江の川 1888 100.8 6.4 木橋 

R0060 錦橋    広島 三次市  国道 54号 江の川 1966 131 8 合成鈑桁 ｌ＝32.73+2ｘ32.3+33.67 

R0061 中央橋    広島 三次市    江の川   歩道 PC桁 n＝4 

R0062 川地大橋    広島 三次市  県道 63号 江の川    PC桁 n＝3 

R0063 石見堂橋    広島 三次市・甲田町   江の川 1968 111.5 3.5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ34.1 Ｈ型桁 ｌ＝9.18 

R0064 深川橋     広島 三次市・甲田町 町道  江の川 1963  道路 ＲＣ桁 n＝3 

R0065 智徳橋  ちとく  広島 甲田町    江の川 1979 115 9.4 連続鈑桁 ｌ＝2@44  
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R0066 篠原橋    広島 甲田町    江の川 1976  道路 PC桁 n＝4 

R0067 市が原橋    広島 吉田町    江の川 1973  道路 鈑桁 

R0068 吉田大橋    広島 吉田町    江の川 1974 125 9.5 連続鈑桁 ｌ＝38+48+38 

R0069 大江橋    広島 吉田町    江の川 1989  道路 鈑桁 n＝2 

R0070 毘沙門橋    広島 吉田町    江の川 1978  道路 PC桁 

R0071 岩の城橋    広島 吉田町    江の川   道路 PC桁 

R0072 昭和橋    広島      江の川   道路 PC桁 

R0073 新除橋    広島 吉田町  県道 318号 江の川 1975   鈑桁 

R0074 可愛川橋  えのかわ 広島 高田郡    江の川 1888 126 6.4 木橋  

R0075 可愛橋    広島 吉田町    江の川 1967 156.3 3.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝3ｘ31.3+2ｘ31，3 

R0076 桂橋    広島 吉田町  県道 327号 江の川    PC桁 

R0077 新可愛川橋  しんえのかわ 広島 吉田町  国道 54号 江の川    桁橋 

R0078 可愛川橋  えのかわ 広島 吉田町  国道 54号 江の川    RCゲルバー桁 

R0079 久保橋    広島 八千代町    江の川    PC桁 

R0080 （土師ダム）   広島      江の川    H＝50 

R0081 土師大橋    広島 八千代町    江の川 1973 190 6  

                PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝55.5+78+55.5 

R0082 やちよふれあい大橋  広島 八千代町    江の川 1999  歩道 PC桁 

R0083 川井大橋    広島 八千代町    江の川 1973 117 7 連続合成鈑桁 ｌ＝34+43+34 

R0084 川井橋    広島 八千代町    江の川    鈑桁 

R0085 壬生橋    広島 八千代町   中国自動車道 江の川 1991   連続鈑桁 n＝2 

R0086 阿戸橋    広島 八千代町  県道  江の川    鈑桁 

R0087 上宮橋    広島      江の川 1980   PC桁 

R0088 新千大橋    広島      江の川 2000   PC箱桁 n＝2 

R0089 川東大橋  かわひがしおお 広島      江の川 1995   PC桁 

R0090 吉広橋    広島      江の川     

R0091 河内橋    広島 北広島町    江の川 1966   PC桁 ｎ＝3 

R0092 落合橋    広島      江の川 2002   PC箱桁 n＝2 

R0093 野賀橋    広島    県道  江の川    RC桁 

R0094 ？     広島    壬生発電所専用 江の川    中路ポニートラス n＝2+RC桁 

R0095 渋里橋    広島      江の川    PC桁 ｎ＝2 

R0096 下川戸橋    広島      江の川    桁橋 n＝2 

R0097 長原橋    広島      江の川 1973   桁橋 n＝2 

R0098 吉藤橋    広島      江の川    桁橋 

R0099 川戸大橋    広島    国道 433号 江の川 1995   鈑桁 n＝2 

R0100 森原橋    広島      江の川 1956   RC桁橋 n＝4 

R0101 土井政橋    広島      江の川 1972   桁橋 

R0102 ？     広島      江の川    鈑桁 

R0103 川戸屋橋    広島      江の川    桁橋 

R0104 小長者橋    広島      江の川    鈑桁 

R0105 落合橋    広島      江の川 1998   桁橋 

R0106 田福利橋    広島      江の川 1927 24.5 3.7 桁橋 n＝2 

R0107 平田橋    広島      江の川 1984   PC桁 ｎ＝2 

R0108 岩戸大橋    広島      江の川 1994   PC桁 ｎ＝2 

R0109 横路橋  よころ  広島      江の川 1981   PC桁 ｎ＝2 

R0110 栂ノ木橋    広島      江の川 1987   PC桁 ｎ＝2 

R0111 関明橋    広島    県道  江の川 1956 26 5 RC橋  

R0112 新庄中橋    広島    国道 261号 江の川    PC桁 ｎ＝2 

R0113 新庄大橋    広島      江の川 2002   桁橋 ｎ＝2 

R0114 脇原橋    広島      江の川 1952 23.5 4.5 桁橋 ｎ＝2 

R0115 ？     広島     中国自動車道 江の川 1991   鈑桁 

R0116 青渡橋    広島      江の川     

R0117 石渡橋    広島      江の川 1973   PC桁 

R0118 大朝大橋    おおあさおお 広島      江の川    RC桁 

R0119 可愛橋    広島 大朝町    江の川 1982   PC桁 

R0120 馬場大橋    広島      江の川 1982   PC桁 

R0121 旧・亀尻橋    広島      江の川 1972   鈑桁 

R0122 亀尻橋    広島      江の川 1981   PC桁 ｎ＝2 

R0123 川崎橋    広島      江の川    PC桁 

R0124 九門明橋    広島      江の川 1973   PC桁 

R0125 松谷橋    広島      江の川    PC桁 

R0126 ？     広島      江の川 1984   PC桁 

R0127 追坂橋    広島      江の川 1946 11 3.5 PC桁 

R0128 風呂屋橋    広島      江の川    PC桁 

R0129 筏津橋    広島      江の川    鈑桁 

R0130 ？     広島      江の川    PC桁 

R0131 大前原橋    広島    県道  江の川 1943 14 5 RC桁 

R0132 矢淵橋    広島      江の川 1992   PC桁 



 ３ 

R0133 一の渡り橋   広島      江の川 1999    

R0134 中谷橋    広島      江の川 1999   RC桁 

R0135 ？     広島      江の川    RC桁 

R0150 旭橋    広島 三次市  県道 434号 西城川     

R0151 横路橋    広島 三次市    西城川     

R0152 折原橋    広島 三次市    西城川     

R0153 大田橋    広島 庄原市  県道 455号 西城川     

R0154 新大田橋    広島 庄原市  県道 455号 西城川     

R0155 高茂橋  こうも  広島 庄原市    西城川 1966   ＲＣ橋 

R0156 筋違瀬橋    広島 庄原市  県道 458号 西城川     

R0157 明神瀬橋    広島 庄原市    西城川     

R0158 庄原大橋    広島 庄原市  国道 432号 西城川     

R0159 車橋    広島 庄原市    西城川 1959  5 ＰＣ桁 ｌ＝1ｘ22.7 

R0160 柳原橋    広島 庄原市    西城川     

R0161 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1934    

R0162 荒神田橋    広島 庄原市    西城川     

R0163 明賀橋    広島 庄原市    西城川     

R0164 高大橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川     

R0165 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1934    

R0166 当美屋橋    広島 庄原市    西城川 1954   永久橋 土橋  

R0167 毘沙門橋    広島 庄原市    西城川 1954   永久橋 

R0168 川西橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川     

R0169 栗大橋    広島 庄原市    西城川     

R0170 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1934    

R0171 平子栗橋    広島 庄原市    西城川     

R0172 大正大橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川 1968    

R0173 大富大橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川 1968    

R0174 西城橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川     

R0175 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1934    

R0176 西城新橋    広島 庄原市  国道 183号 西城川     

R0177 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1935    

R0178 ？     広島 庄原市  県道  西城川     

R0179 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 西城川 1935    

R0180 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川 1937    

R0181 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0182 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0183 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川   

R0184 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0185 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0186 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0187 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0188 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0189 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0190 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0191 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0192 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0193 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0194 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0195 ？     広島 庄原市  ＪＲ木次線 西城川  

R0196 ？     広島 庄原市  国道 314号 西城川  

R0221 ？     広島 三次市  JR三江線 馬洗川 1955    

R0222 巴橋    広島 三次市  国道 375号 馬洗川 1937 170 8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25 

R0223 水道橋    広島 三次市    馬洗川     

R0224 熊野橋    広島 三次市    馬洗川     

R0225 鳥居橋    広島 三次市    馬洗川 1959  5.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ17.9 

R0226 新鳥居橋    広島 三次市  国道 183号 馬洗川 1966 228  鈑桁 ｎ＝7  

R0227 馬洗川橋    広島 三次市   中国縦貫自動車道 馬洗川 1978    

R0228 神和橋    広島 三次市    馬洗川     

R0229 向江田水管橋   広島 三次市    馬洗川     

R0230 備北大橋    広島 三次市    馬洗川     

R0231 千歳橋    広島 三次市  県道 431号 馬洗川 1968 66 10 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ23 

R0232 馬洗川橋梁   広島 三次市  ＪＲ芸備線 馬洗川 1923  単線 鋼橋 

R0233 三和橋    広島 三次市    馬洗川     

R0234 岡田大橋    広島 三次市  国道 184号 馬洗川     

R0235 浅浦橋    広島 三次市    馬洗川     

R0236 ？     広島 三次市  ＪＲ福塩線 馬洗川 1933    

R0237 十王堂大橋   広島 三次市  国道 184号 馬洗川     

R0238 ？     広島 三次市  県道 61号 馬洗川     
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R0239 三良坂大橋   広島 三次市  国道 184号 馬洗川     

R0240 鷲尾橋    広島 三次市    馬洗川     

R0241 敷地大橋    広島 三次市  国道 184号 馬洗川     

R0242 巴橋    広島 三次市（吉舎町）   馬洗川 1930   ＲＣ橋  

R0243 吉舎大橋    広島 三次市  国道 184号 馬洗川     

R0244 毘沙門橋    広島 三次市    馬洗川 1925   ＲＣ橋  

R0245 榎橋    広島 三次市  県道 28号 馬洗川     

R0246 水戸橋    広島 三次市  県道 28号 馬洗川     

R0247 切田橋    広島 三次市    馬洗川     

R0248 ？     広島 三次市  県道 56号 馬洗川     

R0249 ？     広島 世羅町  県道 56号 馬洗川     

R0250 ？     広島 世羅町  県道 56号 馬洗川     

R0251 ？     広島 世羅町  県道 45号 馬洗川     

R0271 瀬野川ガス管橋   広島 広島市安芸区・海田町  瀬野川     

R0272 瀬野川橋    広島 海田町    瀬野川 1940  8 ＲＣゲルバー桁 

R0273 海田第一高架橋   広島 海田町  国道 31号 瀬野川 1979 232 14.6 鈑桁 

R0274 海田新橋    広島 海田町  国道 2号 瀬野川 1966 76.5 20 鈑桁 ｎ＝3 

R0275 海田第一高架橋   広島 海田町  国道 31号 瀬野川 1976   鈑桁 

R0276 明神橋  みょうじん 広島 海田町  県道  瀬野川 1940 80 11.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝5  

R0277 瀬野川橋梁   広島 海田町  引き込み線 瀬野川    撤去 

R0278 ひまわり大橋   広島 海田町    瀬野川 1993 75.6 13～40（歩道） 桁橋 ｎ＝3 

R0279 九十九橋  つくも  広島 海田町    瀬野川 1950 70 4.6 トラス n＝4 

R0280 瀬野川橋梁   広島 海田町  JR呉線 瀬野川 1903  単線 鈑桁 l＝12.9 n＝6 

R0281 中店橋  なかみせ 広島 海田町    瀬野川 1962 39.6 3.5 桁橋 ｎ＝4 

R0282 上市橋  かみいち 広島 海田町    瀬野川 1966   ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0283 日の浦橋  ひのうら 広島 海田町    瀬野川 1964  歩道 下路ポニートラス橋 n＝3 

R0284 日下橋  くさか  広島 海田町    瀬野川 1985 69.5 10 プレビーム l＝19.5+23.5+24.4 

R0285 石原橋  いしはら 広島 海田町    瀬野川 1962  歩道 ポニートラス n＝3 

R0286 畝橋  うね  広島 海田町    瀬野川 1963 60 4 ＰＣ桁 

R0287 国信橋  くにのぶ 広島 海田町    瀬野川    桁橋 ｎ＝3 

R0288 瀬野川橋梁   広島 海田町  山陽新幹線 瀬野川 1975   PC連続箱桁 

R0289 井手橋  いで  広島 海田町    瀬野川 1971  歩道 ポニートラス n＝3 

R0290 貫道橋  かんどう 広島 広島市安芸区   瀬野川 1963 39 4.2 ＰＣ桁 n＝4  

R0291 満所橋  まどころ 広島 広島市安芸区   瀬野川 1971  歩道 ポニートラス n＝3 

R0292 才野瀬橋  さいのせ 広島 広島市安芸区   瀬野川 1986   ＰＣ橋 n＝3 

R0293 山王大橋    さんのうおお 広島 広島市安芸区   瀬野川 2009   架け替え 

R0294 備中橋  びっちゅう 広島 広島市安芸区   瀬野川 1971  歩道 ポニートラス n＝3 

R0295 権現橋  ごんげん 広島 広島市安芸区   瀬野川    RC桁 n＝4 

R0296 平原橋  ひらはら 広島 広島市安芸区   瀬野川 1980   連続鈑桁 n＝3 

R0297 寺橋  てら  広島 広島市安芸区   瀬野川 1959  RC桁橋 n＝4 

R0298 荒野橋  あらの 広島 広島市安芸区   瀬野川 1965   ＲＣ桁橋 ｎ＝3  

R0299 宮原橋  みやはら 広島 広島市安芸区   瀬野川 1977   連続鈑桁 n＝2 

R0300 瀬野大橋  せのおお 広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川 1954 60 7.5 連続鈑桁 ｌ＝16.8+25+16.8 

R0301 丸畑橋  まるはた 広島 広島市安芸区   瀬野川 1967   ＰＣ桁 ｎ＝2  

R0302 塚地橋  つかち 広島 広島市安芸区   瀬野川    ＲＣ桁 ｎ＝6 

R0303 正之坪橋    広島 広島市安芸区   瀬野川    ＲＣ桁 ｎ＝5 

R0304 岩棚橋  いわたな 広島 広島市安芸区   瀬野川    ＰＣ桁 ｎ＝2  

R0305 神原橋  かんばら 広島 広島市安芸区   瀬野川 1978   鈑桁 ＲＣ桁 

R0306 石神橋  いしがみ 広島 広島市安芸区   瀬野川 1966  歩道 ポニー トラス n＝3 

R0307 上野渡橋    広島 広島市安芸区   瀬野川    ＰＣ桁 ｎ＝2  

R0308 中原橋  なかはら 広島 広島市安芸区   瀬野川    PC桁 ｎ＝3 

R0309 一貫田橋  いっかんだ 広島 広島市安芸区   瀬野川    桁橋 ｎ＝5 

R0310 代橋  だい  広島 広島市安芸区 県道 174号 瀬野川    ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0311 朝日橋  あさひ 広島 広島市安芸区   瀬野川    ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0312 湯谷橋  ゆや  広島 広島市安芸区   瀬野川    ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0313 御鷹野橋    広島      瀬野川 1952 21.7 7.5 ＲＣ桁  

R0314 桑迫橋  くわさこ 広島 広島市安芸区   瀬野川    I型桁 ｎ＝2  

R0315 長畠橋  ながはたけ 広島 広島市安芸区   瀬野川 1972   PC桁 

R0316 宮ノ谷橋  みやのたに 広島 広島市安芸区   瀬野川    桁橋 

R0317 大山橋  おおやま 広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川 1955   鈑桁 ｌ＝20 

R0318 古屋地橋    広島 広島市安芸区   瀬野川    ＰＣ桁 

R0319 河島橋    広島 広島市安芸区   瀬野川    桁橋 ｎ＝2 

R0320 久井原橋  ひさいはら 広島 広島市安芸区 旧山陽道 瀬野川 1955 15.5 4.5 ＲＣＴ桁 

R0321 瀬野川橋梁   広島 広島市安芸区  JR山陽本線 瀬野川 1923  複線 鈑桁 n＝3 

R0322 久井原橋  ひさいはら 広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川 1924 14.2 3.9 ＲＣＴ桁 

R0323 清谷橋    広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川    桁橋 

R0324 上大山橋    広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川    ＲＣ桁 

R0325 瀬野川橋梁   広島 広島市安芸区  JR山陽本線 瀬野川 1923  複線 鈑桁 n＝2 
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R0326 狭戸橋    広島 広島市安芸区 国道 2号 瀬野川     

R0327 石仏橋    広島 東広島市・広島市安芸区 国道 2号 瀬野川     

R0328 瀬野川橋梁   広島 東広島市・広島市安芸区 JR山陽本線 瀬野川     

R0329 第二砂瀬橋   広島    国道 2号 瀬野川     

R0330 第一砂瀬橋   広島    国道 2号 瀬野川     

R0350 神崎橋    岡山      成羽川     

R0351 阿部橋    岡山      成羽川     

R0352 成羽橋  なりわ 岡山 高梁市   国道 313号 成羽川 1977 142 9.3 合成鈑桁 

R0353      岡山      成羽川 1984 183 9.3 上流 300ｍに別橋を架設 鋼連続箱桁 

R0354 総門橋  そうもん 岡山 高梁市（成羽町）  県道  成羽川 1944 132 5  

            ＲＣ下路ロ－ゼ桁 ｆ＝4.8 ｌ＝3ｘ33.95 ＲＣ桁（両端部） ｌ＝（1+1）ｘ13 

R0355 神楽橋    岡山      成羽川     

R0356 吉木橋    岡山      成羽川     

R0357 （黒鳥ダム）   岡山      成羽川     

R0358 黒鳥橋  くろどり 岡山      成羽川    ＲＣ桁橋 ｎ＝1  

R0359 阿部山橋    岡山 成羽町    成羽川    吊橋 単径間 鋼塔 耐風索 

R0360 田原橋  たばら 岡山 高梁市(備中町) 県道  成羽川 1983 126 10.3 合成鈑桁 

R0361 全通橋  ぜんつう 岡山 高梁市(備中町)   成羽川 1919 17.7 3.6 ＲＣア－チ ｌ＝17.7 ｎ＝1 

R0362 志藤橋  しとう  岡山 高梁市(備中町)   成羽川 1974   PC桁 

R0363 用瀬橋  ようがせ 岡山 高梁市(備中町)   成羽川    吊橋 単径間 鋼塔 耐風索 

R0364 田原ダム    岡山      成羽川     

R0365 新成羽川 ダム   岡山      成羽川     

R0366 （東城川）    広島 神石高原町    成羽川     

R0367 新小城橋    広島 神石高原町    成羽川     

R0368 仁滝橋    広島 神石高原町    成羽川     

R0369 神田橋    広島 神石高原町    成羽川     

R0370 高野橋    広島 庄原市    成羽川     

R0371 ？     広島 庄原市  県道 108 成羽川 

R0372 ？     広島 庄原市   中国自動車道 成羽川 

R0373 ？     広島 庄原市  国道 182号 成羽川 

R0374 ？     広島 庄原市  国道 314号 成羽川 

R0375 東城大橋    広島 庄原市    成羽川 

R0376 ？     広島 庄原市  県道 12号 成羽川 

R0377 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川 

R0378 東城第二大橋   広島 庄原市  国道 314号 成羽川 

R0379 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川 

R0380 ？     広島 庄原市  国道 314号 成羽川 

R0381 曽防橋    広島 庄原市  県道 450号 成羽川 

R0382 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川 

R0383 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川 

R0384 加谷大橋    広島 庄原市    成羽川 

R0385 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川 

R0386 ？     広島 庄原市  国道 314号 成羽川 

R0387 ？     広島 庄原市  国道 314号 成羽川     

R0388 ？     広島 庄原市  ＪＲ芸備線 成羽川     

R0400 沼田川大橋   広島 三原市    沼田川 1936 314 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝7+15@20+7 

R0401 ？     広島 三原市  ＪＲ呉線 沼田川 1930    

R0402 三原大橋    広島 三原市  国道 185号 沼田川 1983 "343,4" 14   

R0403 定屋橋    広島      沼田川 1834    

R0404 定屋大橋    広島 三原市  県道 75号 沼田川     

R0405 七宝橋    広島 三原市    沼田川     

R0406 本市橋    広島 三原市    沼田川     

R0407 納所橋    広島 三原市    沼田川     

R0408 小原大橋    広島 三原市  県道 362号 沼田川     

R0409 小原橋    広島 三原市    沼田川     

R0410 本郷大橋    広島 三原市  国道 2号 沼田川 1968 270  鈑桁 

R0411 本郷橋  ほんごう 広島 三原市  県道 33号 沼田川 1939 132.5 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝20 ｎ＝9 

R0412 ？     広島 三原市  山陽新幹線 沼田川 1975    

R0413 船木橋    広島 三原市    沼田川 1958   ＲＣ桁 

R0414 船木大橋    広島 三原市  県道 82号 沼田川    

R0415 沼田川橋    広島 三原市   山陽自動車道 沼田川 1993 605.6 2x9.25 

R0416 亀津橋    広島 三原市    沼田川    

R0417 高平橋    広島 三原市    沼田川    

R0418 下畑橋    広島 三原市    沼田川    

R0419 免間橋    広島 三原市    沼田川    

R0420 九渡瀬橋    広島 三原市    沼田川    

R0421 夜原橋    広島 東広島市    沼田川    

R0422 城渡橋    広島 東広島市    沼田川    
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R0423 ？     広島 東広島市 ＪＲ山陽本線 沼田川 1924  複線 

R0424 沼田川橋    広島 東広島市    沼田川    

R0425 寺沖橋    広島 東広島市  国道 432号 沼田川    

R0426 草井橋    広島 東広島市    沼田川    

R0427 蛍橋    広島 東広島市    沼田川    

R0428 新蛍橋    広島 東広島市  県道 33号 沼田川    

R0429 切品橋    広島 東広島市    沼田川    

R0430 月の瀬橋    広島 東広島市    沼田川     

R0431 ？     広島 東広島市    沼田川    潜水橋？ 

R0432 五反田橋    広島 東広島市    沼田川     

R0433 馬橋    広島 東広島市    沼田川     

R0434 龍王橋    広島 東広島市    沼田川     

R0435 稲葉橋    広島 東広島市    沼田川     

R0436 倉地橋    広島 東広島市  県道 348号 沼田川     

R0437 新大渡橋    広島 東広島市  国道 375号 沼田川     

R0438 ？     広島 東広島市  県道 340号 沼田川     

R0439 平渡橋    広島 東広島市    沼田川     

R0440 本矢橋    広島 東広島市  県道 33号 沼田川     

R0441      広島 東広島市  県道 33号 沼田川    

R0442 沖田橋    広島 東広島市  県道 80号 沼田川     

R0443      広島 東広島市  県道 33号 沼田川     

R0500 栄橋    広島 呉市     堺川     

R0501 水管橋    広島 呉市     堺川     トラス 

R0502 ？     広島 呉市 引き込み線   堺川     鈑桁 

R0503 ？     広島 呉市 JR呉線   堺川  1935   鈑桁 

R0504 亀山橋    広島 呉市     堺川  1907   鈑桁 

R0505 水管橋    広島 呉市     堺川     パイプ桁橋 

R0506 昭和橋    広島 呉市   国道 31号 堺川  1929    

R0507 水管橋    広島 呉市     堺川     パイプ桁橋 

R0508 堺橋  さかい 広島 呉市     堺川  1932 30  鉄骨 RC連続桁 ｌ＝10  

R0509 小春橋    広島 呉市     堺川  1914   鈑桁 

R0510 五月橋  さつき  広島 呉市     堺川  1910   桁橋 

R0511 花見橋    広島 呉市     堺川  1904   桁橋 

R0512 楓橋    広島 呉市     堺川  1966   桁橋 n＝2 

R0513 弥生橋    広島 呉市     堺川  1910    

R0514 巴橋    広島 呉市     堺川     

R0515 中央橋    広島 呉市     堺川     

R0516 なかよし橋    広島 呉市     堺川     

R0517 柳橋    広島 呉市     堺川     

R0518 恵比須橋    広島 呉市     堺川     

R0519 相生橋    広島 呉市     堺川     

R0520 桜橋    広島 呉市     堺川     

R0521 報国橋    広島 呉市     堺川     

R0550 ？     広島 呉市 ＪＲ呉線   黒瀬川 1935    

R0551 広大橋    広島 呉市   国道 185号 黒瀬川 1936 112.4 12+2@1.8 ＲＣＴ型桁 

R0552 日の出橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0553 常盤橋    広島 呉市     黒瀬川 1937    

R0554 大広橋    広島 呉市     黒瀬川 1053    

R0555 真光寺橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0556 町田橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0557 問ノ口橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0558 小滝橋    広島 呉市     黒瀬川 1962   吊橋 

R0559 ？     広島 呉市     黒瀬川 1960   吊橋  

R0560 二級ダム    広島      黒瀬川 1942   Ｈ＝32 重力式 洪水調節、広島県 

R0561 大積橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0562 芋福橋    広島 呉市     黒瀬川     

R0563 濱田橋    広島 呉市     黒瀬川 1922 54.5 3 ＲＣ桁 

R0564 郷原大橋    広島 呉市   県道 66号 黒瀬川     

R0565 御林渡橋    広島 呉市   県道 336号 黒瀬川     

R0566 入江橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0567 明治橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0568 黒瀬中央橋   広島 東広島市  県道 34号 黒瀬川     

R0569 松ヶ瀬橋    広島 東広島市  国道 375号 黒瀬川 1880    

R0570 川角橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0571 ？     広島 東広島市  県道 333号 黒瀬川     

R0572 広地橋    広島 東広島市  国道 375号 黒瀬川     

R0573 桝国大橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0574 小多田橋    広島 東広島市    黒瀬川     
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R0575 宗近橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0576 宗近一号橋   広島 東広島市    黒瀬川     

R0577 実森橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0578 樋之詰橋    広島 東広島市  県道 67号 黒瀬川  

R0579 ？     広島 東広島市  山陽新幹線 黒瀬川 1975 

R0580 惣原橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0581 今田橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0582 黄幡橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0583 東橋    広島 東広島市  国道 375号 黒瀬川  

R0584 新長者橋    広島 東広島市  県道 331号 黒瀬川  

R0585 ？     広島 東広島市  国道 375号 黒瀬川  

R0586 ？     広島 東広島市  国道 2号 黒瀬川  

R0587 勝谷橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0588 和泉橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0589 西条橋    広島 東広島市  国道 375号 黒瀬川  

R0590 御条橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0591 石ケ瀬橋    広島 東広島市  県道 195号 黒瀬川  

R0592 連花寺橋    広島 東広島市  県道 332号 黒瀬川  

R0593 野坂橋    広島 東広島市    黒瀬川  

R0594 ペクドー橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0595 六日市橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0596 太門橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0597 時友橋    広島 東広島市    黒瀬川  22 3.6 架替え  

R0598 友待橋    広島 東広島市  国道 486号 黒瀬川 1950 35.5 7.5 鈑桁 ｎ＝2  

R0599 市田橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0600 酒栄橋    広島 東広島市    黒瀬川     

R0601 ？     広島 東広島市    ＪＲ山陽本線 黒瀬川 1922  複線  

R0602 ？     広島 東広島市   山陽自動車道 黒瀬川 1988    

R0603 ？     広島 東広島市  県道 80号 黒瀬川     

R0640 河口大橋    広島 福山市    芦田川 1976    

R0641 芦田川大橋   広島 福山市  県道  芦田川 2003 491 25.2 鋼斜張橋 n＝5 

R0642 小水呑橋    広島 福山市    芦田川     

R0643 水呑大橋    広島 福山市  県道  芦田川 1980    

R0644 草戸大橋    広島 福山市    芦田川     

R0645 法音寺橋    広島 福山市    芦田川     

R0646 神島橋  かしま 広島 福山市  国道  芦田川 1971   鈑桁 

R0647 芦田川橋梁   広島 福山市  山陽本線 芦田川 1974   トラス n＝2ｘ3@ 

R0648 芦田川橋梁   広島 福山市  新幹線 芦田川     

R0649 山手橋    広島 福山市    芦田川 1960 312.5 6.5 ＰＣ桁 ｌ＝13ｘ24 

R0650 芦田川橋    広島 福山市   山陽自動車道 芦田川   2ｘ  

R0651 大渡橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0652 羽賀橋    広島 福山市    芦田川 1961 78.6 2  

               潜水橋 ＲＣブロック床版橋 ｌ＝3.3+16ｘ4.5+3.3 

R0653 森脇橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0654 下山守橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0655 下郷橋    広島 福山市    芦田川     

R0656 山守橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0657 谷橋    広島 福山市    芦田川     

R0658 坊寺橋    広島 福山市    芦田川     

R0659 近田橋    広島 福山市    芦田川     

R0660 福戸橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0661 佐賀田橋    広島 福山市  県道  芦田川     

R0662 芦品橋    広島 福山市    芦田川     

R0663 本泉寺橋    広島 福山市    芦田川 1961 150 2  

               潜水橋 ＲＣブロック床版橋 ｌ＝（24+9）ｘ3.5 

R0664 中須大橋    広島 府中市    芦田川 1981    

R0665 鴨谷橋    広島 府中市    芦田川     

R0666 扇橋  おおぎ 広島 府中市  県道  芦田川 1934 153.2 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝12.1+8@13.1+12.1 

R0667 用土橋    広島 府中市    芦田川     

R0668 府川新橋    広島 府中市    芦田川     

R0669 府中大橋    広島 府中市    芦田川 1956 137.8 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.1+5@21+16.1 

R0670 芦田川橋梁   広島 府中市  JR福塩線 芦田川     

R0671 府中新橋（土生大橋）  広島 府中市    芦田川 1961 151 6 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ25  

R0672 下前原橋    広島 府中市    芦田川     

R0673 前原橋    広島 府中市    芦田川 1965    

R0674 上前原橋    広島 府中市    芦田川     

R0675 落合大橋    広島 府中市    芦田川     

R0676 新大渡橋    広島 府中市  国道  芦田川     
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R0677 定国橋    広島 府中市    芦田川     

R0678 鵜ノ目橋    広島 府中市    芦田川     

R0679 柳田橋    広島 府中市    芦田川 1975    

R0680 大平橋    広島 府中市    芦田川     

R0681 広瀬橋    広島 府中市    芦田川     

R0682 中畑橋    広島 府中市    芦田川     

R0683 神谷橋    広島 府中市    芦田川     

R0684 第四芦田川橋   広島 府中市  JR福塩線 芦田川    鋼橋  

R0685 第五芦田川橋   広島 府中市  JR福塩線 芦田川    鋼橋  

R0686 第六芦田川橋   広島 府中市  JR福塩線 芦田川    鋼橋  

R0687 亀木橋    広島 府中市    芦田川     

R0688 第八芦田川橋   広島 府中市  JR福塩線 芦田川    ＲＣ橋 

R0689 第九芦田川橋   広島 府中市  JR福塩線 芦田川    ＲＣ橋 

R0690 （八田原ダム）   広島      芦田川 1997    

R0691 八田原大橋   広島 世羅町  県道  芦田川    鋼斜張橋 n＝2 

R0692 井庄原大橋   広島 世羅町  県道  芦田川     

R0693 小谷大橋    広島 世羅町  県道  芦田川     

R0694 川塚大橋    広島 世羅町  県道  芦田川     

R0695 夢吊橋    広島      芦田川    PC吊床版橋 

R0696 （三川ダム）   広島    神農湖 芦田川     

R0720 庚午橋下流橋 こうご  広島      太田川 1982    

R0721 庚午橋  こうご  広島 広島市西区    太田川 1973 316 10.5+2.5 合成箱桁 ｌ＝61+3ｘ63+61  

R0722 新旭橋  しんあさひ 広島 広島市西区    太田川 1973- 287  

            上段 2@8 下段 7.5+3.5 下流側 二層連続トラス ｌ＝91+103+91  

R0723 旭橋  あさひ 広島 広島市西区    太田川 1960 287 11.3+2@1.5  

                 鋼ロ－ゼ桁 ｆ＝15 ｌ＝90+102+90 

R0724 旧・旭橋  あさひ 広島      太田川 1932 68 5.5 木橋  

R0725 新己斐橋  しんこい 広島 広島市西区    太田川 1965 280.5 22+2@2市電   

                連続鈑桁 ｌ＝（40+48+40）+（1+1）ｘ2@37.7 

R0726 己斐電車専用橋   広島      太田川 1952   鈑桁 撤去 

R0727 旧・己斐橋  こい  広島      太田川 1926 73.6 7.8 鈑桁 ｌ＝4ｘ18.6 

R0728 己斐橋  こい  広島 広島市西区    太田川 1965 281 7  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝31.5+36+3@48+36+31.5 

R0729 広島西大橋   広島 広島市西区 広島高速 4号線 太田川 2001   鋼斜張橋 

R0730 山手橋  やまて 広島 広島市西区    太田川 1963 277 4  

               ＰＣ有ヒンジラ－メン箱桁 ｌ＝43.1+3@63+43.1 

R0731 太田川橋梁   広島    山陽新幹線 太田川    ＰＣ連続箱桁 

R0732 太田川橋梁   広島    山陽本線 太田川     

R0733 新竜王橋    しんりゅうおう 広島 広島市西区    太田川 1991 329.5 8 鋼連続箱桁 ｌ＝84.9+80+83+80.2 

R0734 竜王橋  りゅうおう 広島 広島市西区    太田川 1966 285 5.5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ40+41+3ｘ40  

R0735 太田川橋梁 おおたがわ 広島 広島市西区  可部線 太田川 1962 303 単線  

                トラス ｌ＝3ｘ62.4 鈑桁ｌ＝（2+2）ｘ27.65 

R0736 三滝橋    広島 広島市西区    太田川 1962 272 6  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝30+34+47+48+47+34+30  

R0737 新庄橋  しんじょう 広島 広島市安佐南区・西区  太田川 1971 276 6 連続鈑桁 

R0738 祇園大橋  ぎおんおお 広島 広島市安佐南区・西区 国道 54号 太田川 1963 265 11.5  

               ゲルバー鈑桁 ｌ＝32+36+42.5+43+42.5+36+32 

R0739 （祇園水門 ）   広島      太田川     

R0740 祇園新橋  ぎおんしん 広島 広島市安佐南区・東区 新交通 太田川 1994 367.9 17  

R0741 安芸大橋  あきおお 広島 広島市安佐南区・東区  太田川 1968 366.8 6  

           鋼ニ－ルセンロ－ゼ桁 ｆ＝17 ｌ＝110 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ41.8 ｌ＝1ｘ39.5 

R0742 太田川橋  おおたがわ 広島 広島市安佐南区・安佐北区 山陽自動車道 太田川 1988 445.5   

                   鋼連続桁 L＝73.9 

R0743 安佐大橋  あさおお 広島 広島市安佐南区・安佐北区 太田川 1961 314 5.5  

                トラス ｌ＝3ｘ73.8 合成鈑桁 ｌ＝（2+2）ｘ23 

R0744 高瀬大橋  広島 広島市安佐南区・安佐北区 県道 271号 太田川 1974 273 9.5 （高瀬堰と兼用）合成鈑桁 

R0745 太田川橋梁 おおたがわ 広島 広島市安佐南区・安佐北区 可部線 太田川 1953 353 単線  

                 （ル－ト変更）鈑桁 ｌ＝7ｘ31.5+5ｘ25.4 

R0746 太田川橋  おおたがわ 広島 広島市安佐南区・安佐北区 国道 太田川 1887 148 3.6 木桁（栗材）橋 ｎ＝19  

R0747 新太田川橋   広島      太田川 1980 375 8.25+2.5  

               鋼連続箱桁 ｌ＝（63.75+67+70.3）+（69.2+82.1） 

R0748 安佐北大橋   広島 広島市安佐北区 県道 269号 太田川 1992   鋼下路ランガー桁 +鈑桁 

R0749 筒瀬橋    広島 広島市安佐北区   太田川 1959   吊橋 

R0750 共栄橋    広島 広島市安佐北区   太田川 1972   鈑桁 ｎ＝2 

R0751 太田川橋    広島 広島市安佐北区 広島自動車道 太田川 1985 743.5 2ｘ9.5  

                ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝65+2@103+65 

R0752 壬辰橋  じんしん 広島 広島市安佐北区   太田川 1974   鈑桁 

R0753 長沢橋    広島 広島市安佐北区   太田川 1984 11，1 3.5 トラス n＝2 
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R0754 長沢大橋    広島 広島市安佐北区   太田川     

R0755 大川橋    広島 広島市安佐北区 県道 38号 太田川    連続鈑桁 ｎ＝3 

R0756 野冠橋  のかつぎ 広島 広島市安佐北区   太田川 1982   連続鈑桁 ｎ＝2 

R0757 宇賀大橋    広島 広島市安佐北区   太田川 1955   吊橋 鋼補剛トラス， ＲＣ塔 

R0758 第一大田川橋梁   広島 広島市安佐北区 ＪＲ可部線 太田川 1930 353 単線 鈑桁  

R0759 追崎橋    広島 広島市安佐北区   太田川 1989   連続桁 ｎ＝2 

R0760 太田川橋梁   広島 安芸太田町・広島市安佐北区 ＪＲ可部線 太田川     

R0761 太田川橋梁   広島 安芸太田町 ＪＲ可部線  太田川 2003   廃線 

R0762 津都身橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0763 安野橋    広島      太田川     

R0764 程原橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0765 太田川橋梁   広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0766 津伏大橋    広島 広島市佐伯区・安芸太田町 太田川 1969    

R0767 安水橋    広島 広島市佐伯区・安芸太田町 国道 433号 太田川 1954 80 5.5 ポニ－トラス 

R0768 太田川橋梁   広島 安芸太田町 ＪＲ可部線  太田川 2003   廃線 

R0769 中電吉ケ瀬橋   広島 安芸太田町    太田川     

R0770 向光石橋   むこうみついし 広島 安芸太田町    太田川 1981   架替え  

R0771 筒賀橋  つつが 広島 安芸太田町    太田川 1915   無補剛吊橋 

R0772 砂ケ瀬橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0773 太田川橋    広島 安芸太田町   中国自動車道 太田川 1983 466 2ｘ9.5  

               ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝（67+84）+2@84+2@71 

R0774 太田川橋梁   広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0775 辻ケ川原大橋   広島 安芸太田町  国道 191号 太田川     

R0776 昭和橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0777 弥生橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0778 旭橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0779 加計大橋    広島 安芸太田町  国道 191号 太田川     

R0780 鮎ケ瀬平橋   広島 安芸太田町    太田川     

R0781 堂見橋    広島 安芸太田町    太田川 1957 65.2 4 ＰＣ連続桁 ｌ＝32.5 

R0782 殿賀大橋    広島 安芸太田町  国道 191号 太田川     

R0783 上殿橋    広島 安芸太田町    太田川 1949   吊橋 ＲＣ塔 

R0784 上殿大橋    広島 安芸太田町  国道 191号 太田川     

R0785 戸河内橋    広島 安芸太田町   中国自動車道 太田川 1983 169.3 2ｘ8.5 鋼連続箱桁 ｌ＝60.8+62.9+44.2 

R0786 轟大橋  とどろきおお 広島 安芸太田町  国道 186号 太田川 1973   連続鈑桁 

R0787 轟橋  とどろき 広島 安芸太田町    太田川 1975   ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ19+10ｘ15.6+4ｘ36 

R0788 轟橋梁    広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0789 土居橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0790 土居橋梁    広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0791 戸河内大橋   広島 安芸太田町  国道 191号 太田川 1973   連続鈑桁 

R0792 戸河内橋  とごうち 広島 安芸太田町    太田川 1932 31（50？） 5 ポニ－プラットトラス ｌ＝30 

R0793 戸河内橋梁 とごうち 広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0794 グラウンド橋   広島 安芸太田町    太田川 1974   ＲＣ橋  

R0795 中央橋    広島 安芸太田町    太田川 1955   ＲＣ桁 

R0796 遊谷橋梁    広島 安芸太田町  ＪＲ可部線 太田川 2003   廃線 

R0797 明神大橋    広島 安芸太田町  国道 191号 太田川 1976   連続鈑桁 

R0798 明神橋  みょうじん 広島 安芸太田町    太田川 1937 68.6 6.1 ＲＣ桁 

R0799 須床橋  すどこ 広島 安芸太田町    太田川 1970   ＰＣ桁 

R0800 流田橋    広島 安芸太田町    太田川 1977   鉄骨橋 

R0801 葛原橋  つづらはら 広島 安芸太田町    太田川 1691   一本橋（丸木橋）  

R0802 鱒留ダム    広島      太田川     

R0803 打梨橋    広島 安芸太田町    太田川 1975   Ｈ型桁 

R0804 清水橋  せいすい 広島 安芸太田町    太田川 1975   Ｈ型桁 

R0805 立岩ﾀﾞﾑ    広島      太田川     

R0806 小原橋    広島 安芸太田町    太田川     

R0807 小松原橋  こまつばら 広島 廿日市市  県道 296号 太田川 1936 38  ＲＣ橋 

R0808 熊崎橋    広島 廿日市市    太田川 1964    

R0809 猿猴橋    広島 廿日市市    太田川 1937    

R0810 郷之瀬橋    広島 廿日市市    太田川 1018    

R0811 田尻橋    広島 廿日市市    太田川 1964    

R0812 田尻大橋    広島 廿日市市  国道  太田川     

R0813 宇の子橋    広島 廿日市市    太田川     

R0814 半坂橋    広島 廿日市市    太田川 1967    

R0815 ？     広島 廿日市市  中国道 太田川     

R0816 焼山橋    広島 廿日市市    太田川     

R0817 新横山橋    広島 廿日市市    太田川     

R0818 新大津橋    広島 廿日市市  国道  太田川     

R0819 大津橋    広島 廿日市市    太田川     

R0820 大栗付橋    広島 廿日市市    太田川     
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R0850 旧・かもめ橋   広島 呉市     二河川    鈑桁 ｎ＝4 

R0851 水管橋    広島 呉市     二河川   水管 トラス 

R0852 水管橋    広島 呉市     二河川   水管 パイプ桁橋 

R0853 かもめ橋    広島 呉市     二河川    鈑桁 n＝3 

R0854 ？     広島 呉市   JR呉線 二河川 1950   鈑桁 

R0855 新栄橋  しんえい 広島 呉市     二河川 1907   ゲルバー鈑桁？ 

R0856 二河大橋    広島 呉市   国道 31号 二河川 1955   ゲルバー鈑桁？ 

R0857 二河橋  にこう  広島 呉市     二河川 1932 54 9.5+2@2.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝11+21+11 

R0858 三津田橋    広島 呉市     二河川 1957   RC桁 

R0859 大平橋    広島 呉市     二河川   歩道 木桁橋 

R0860 山手橋    広島 呉市     二河川    桁橋 n＝2 

R0861 ？     広島 呉市   呉広島道路 二河川    PC桁 

R0862 上二河橋    広島 呉市     二河川 1914    

R0863 上山手橋    広島 呉市     二河川    桁橋 

R0864 二河峡橋    広島 呉市     二河川     

R0865 ？     広島 呉市   県道  二河川     

R0866 猿見橋    広島 呉市     二河川     

R0867 金輪橋    広島 呉市     二河川     

R0868 昭和橋    広島 呉市     二河川     

R0869 栄橋    広島 呉市     二河川     

R0870 兎ノ口橋    広島 呉市     二河川     

R0871 中央橋    広島 呉市     二河川     

R0872 金鹿橋    広島 呉市     二河川     

R0873 新焼山橋    広島 呉市     二河川     

R0874 上条橋    広島 呉市     二河川 

R0875 原垣内橋    広島 呉市     二河川 

R0876 滑川橋    広島 呉市     二河川 

R0877 本庄橋    広島 呉市     二河川 

R0878 押込大橋    広島 呉市     二河川 

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

 

 

 


