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FR35:川を渡る橋・山口県 
 

 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 防府新大橋   山口 防府市  県道 58号 佐波川     

R0002 佐波川橋梁 さばがわ 山口 防府市    ＪＲ山陽本線 佐波川 1961  複線 鈑桁  

R0003 佐波川大橋  さばがわおお 山口 防府市  県道 187 佐波川 1953 180 8.1 ＲＣゲルバー桁  

R0004 大崎橋    山口 防府市    佐波川 1956 211 5.5 ＲＣゲルバー桁  

R0005 新橋  しん  山口 防府市   県道 54号 佐波川 1959 156 8 鋼下路ランガ－桁橋 ｌ＝51 ｎ＝3 

R0006      山口      佐波川 1978 156 9.5+3  

              下流側に平行して同型新橋を架設，上り下りとして使用 

R0007 本橋  もと  山口 防府市    佐波川 1988   連続鈑桁  

R0008 ？     山口 防府市   山陽自動車道 佐波川 1980    

R0009 ？     山口 防府市  国道 2号 佐波川     

R0010 佐波川橋梁   山口 防府市  山陽新幹線 佐波川 1975   鋼箱桁 

R0011 人丸橋    山口 防府市    佐波川 1967 99 5.5 永久橋 桁橋 

R0012 睦美橋    山口 防府市    佐波川 1961   ＲＣ連続桁 

R0013 小野大橋    山口    農免道 佐波川 2005 182 10  

R0014 中央橋  ちゅうおう 山口      佐波川 1955   ＰＣ桁 

R0015 虹橋    山口 防府市  県道  佐波川 1939 91 4.5 ＲＣ連続桁 

R0016 中塚橋    山口 山口市    佐波川    ＰＣ桁 

R0017 麻生橋    山口 山口市    佐波川 1964   ＲＣ連続桁 

R0018 新田橋    山口 山口市    佐波川 1968   合成Ｈ型桁  

R0019 沖の原橋  おきのはら 山口 山口市    佐波川    鈑桁 

R0020 ？     山口 山口市  国道 376号 佐波川     

R0021 ？     山口 山口市   中国自動車道 佐波川 1980    

R0022 広瀬橋    山口 山口市    佐波川     

R0023 ？     山口 山口市  県道 26号 佐波川     

R0024 佐波川ダム さばがわ 山口      佐波川 1955   Ｈ＝54 重力式 山口県 

R0025 出雲合橋  いずもあい 山口 山口市（徳地町）   佐波川 1954   ＲＣゲルバー桁  

R0026 北野橋    山口 山口市（徳地町）    佐波川 1958   ＲＣ連続桁橋  

R0040 周防大橋    山口 山口市  県道 25号 椹野川     

R0041 百間橋    山口    県道 199号 椹野川 1949 189 5.5 ＲＣ下路ロ－ゼ ｎ＝3 

R0042 椹野川橋  ふしのがわ 山口 山口市  国道 2号 椹野川 1974   連続鈑桁 

R0043 椹野川橋梁 ふしのがわ 山口      ＪＲ山陽本線 椹野川 1928  複線 鈑桁 ｌ＝19.3+4ｘ21.3+1ｘ18.3 

R0044 昭和橋    山口    県道 335号 椹野川 1966 136 7.5+2@1.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ27 

R0045 ？     山口    山陽新幹線 椹野川 1975  複線  

R0046 東津橋  ひがしづ 山口 小郡町    椹野川 1959 142.5 7 ＲＣ橋 

R0047 八方原橋    山口      椹野川 1970 54.8 3.4 架替え  

R0048 椹野川橋    山口     中国自動車道 椹野川 1975    

R0049 権現堂橋    山口      椹野川 1940  2.55  

R0050 高田橋    山口      椹野川     

R0051 椹野川第一号水管橋  山口      椹野川     

R0052 高田橋    山口      椹野川     

R0053 石津橋  いしづ 山口      椹野川 1952   ＲＣ下路ロ－ゼ ｎ＝3  

R0054 秋穂渡瀬橋   山口    県道 200号 椹野川 1968   ＰＣ桁 

R0055 豊年橋  ほうねん 山口      椹野川 1961   架替え  

R0056 井出ケ原橋   山口      椹野川     

R0057 新鰐石橋    山口      椹野川     

R0058 鰐石橋  わにいし 山口      椹野川 1934 26 5 ＲＣ橋  

R0059 惣太夫橋    山口      椹野川     

R0060 古熊子橋    山口      椹野川     

R0061 天神橋    山口      椹野川     

R0062 東山橋    山口      椹野川     

R0063 下恋路橋    山口      椹野川     

R0064 恋路大橋    山口    国道 262号 椹野川     

R0065 中恋路橋    山口      椹野川     

R0066 青木橋    山口      椹野川     

R0067 ？     山口    ＪＲ山口線 椹野川 1917  単線  

R0068 初音橋    山口      椹野川     

R0069 天神橋    山口      椹野川     

R0070 永楽橋    山口      椹野川     

R0071 宮野新橋    山口    国道 9号 椹野川     

R0072 石丸橋    山口      椹野川 1929 18.5 9 ＲＣ桁 



 ２ 

R0073 御成橋    山口      椹野川     

R0074 荒谷ダム    山口      椹野川 1988   Ｈ＝56 重力ダム 山口県 

R0085 栄橋    山口・広島 和木町・大竹市 国道 2号 小瀬川     

R0086 小瀬川橋梁   山口・広島 和木町・大竹市 引込み線 小瀬川 1942   ＲＣ橋  

R0087 小瀬川橋梁 おぜがわ 山口・広島 和木町・大竹市 山陽本線 小瀬川     

R0088 大和橋  やまと 山口・広島 和木町・大竹市  小瀬川 1926 96.7 5.5 ＲＣＴ桁 

R0089 両国橋  りょうごく 山口・広島 岩国市・大竹市  小瀬川 1953 78 4.5  

                ポニ－トラス ｌ＝40.6 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ18.3 

R0090 ？     山口・広島 岩国市・大竹市 山陽自動車道 小瀬川 1998    

R0091 乙瀬橋    山口・広島 岩国市・大竹市  小瀬川     

R0092 小瀬川橋梁   山口・広島 岩国市・大竹市 山陽新幹線 小瀬川 1975    

R0093 小川津橋    山口・広島 岩国市・大竹市  小瀬川     

R0094 深瀬橋    山口・広島 岩国市・大竹市  小瀬川     

R0095 （弥栄ダム）   山口・広島     小瀬川     

R0100 千歳大橋  ちとせおお 山口 光市   国道 188号 島田川 1941 181 19 ＲＣ桁 ｎ＝14 

R0101 千歳橋  ちとせ 山口 光市     島田川 1958   架け替え 

R0102 光大橋    山口 光市     島田川     

R0103 平成橋    山口 光市     島田川     

R0104 ？     山口 光市     ＪＲ山陽本線 島田川 1944  複線 鈑桁 

R0105 木の下橋    山口 光市     島田川     

R0106 三井橋    山口 光市     島田川     

R0107 三島橋    山口 光市     島田川 1927    

R0108 立野橋    山口 光市     島田川     

R0109 永代橋  えいだい 山口    県道 63号 島田川 1972   ＰＣ橋  

R0110 新蓬莱橋    山口 周南市    島田川     

R0111 蓬莱橋    山口 周南市    島田川 1893    

R0112 ？     山口 周南市   山陽自動車道 島田川     

R0113 差川橋    山口 岩国市    島田川 1951   ＲＣ橋 

R0114 井堀橋    山口 岩国市    島田川     

R0115 蛍橋    山口 岩国市    島田川     

R0116 米川橋    山口 岩国市    島田川 1882    

R0117 天神橋    山口 岩国市    島田川     

R0118 ふれあい橋   山口 岩国市    島田川     

R0119 久田橋    山口 岩国市  県道 7号 島田川     

R0120 久原橋    山口 岩国市    島田川     

R0121 入南橋    山口 岩国市    島田川     

R0122 ？     山口 岩国市   山陽自動車道 島田川     

R0123 ？     山口 岩国市  県道 115号 島田川     

R0124 西光寺培    山口 岩国市  県道 7号 島田川     

R0125 落合橋    山口 岩国市    島田川     

R0126 新落合橋    山口 岩国市  国道 437号 島田川     

R0127 西中村橋    山口 岩国市    島田川     

R0128 登山口橋    山口 岩国市  県道 115号 島田川     

R0129 ？     山口 岩国市  県道 141号 島田川     

R0130 清水橋    山口 岩国市    島田川     

R0140 ?     山口 下関市  国道 2号 木屋川     

R0141 ?     山口     国鉄山陽本線 木屋川 1924  複線  

R0142 豊厚橋  ほうこう 山口    県道 33号 木屋川 1966  10.5+2@1.5 鈑桁 ＲＣＴ桁 

R0143 ?     山口    山陽新幹線 木屋川 1975    

R0144 吉田大橋    山口      木屋川 1929   ＲＣ桁 

R0145 木屋川橋  こやがわ 山口     中国自動車道 木屋川 1974    

R0146 三町橋    山口    県道 260号 木屋川     

R0147 城光寺橋    山口      木屋川     

R0148 豊東橋    山口      木屋川     

R0149 船津橋    山口    県道 233号 木屋川 1959 72 3.5 ＲＣ橋  

R0150 きのした橋    山口      木屋川     

R0151 富成橋    山口      木屋川 1925 87 3 ＲＣ橋  

R0152 新湯の原ダム   山口      木屋川     

R0153 中山橋    山口      木屋川    桁橋 

R0154 観音寺橋    山口 下関市（豊田町）    木屋川 1923 52 7.2 木桁橋 ｎ＝4 

R0155 ?     山口    県道 65号 木屋川     

R0156 納凉橋    山口    県道 34号 木屋川 1868 39 3.6 土橋  

R0157      山口      木屋川     

R0158 黒部橋    山口      木屋川     

R0159 ?     山口    県道  木屋川     

R0160 ?     山口    国道 435号 木屋川     

R0161 ?     山口    県道  木屋川     

R0162 ダム     山口      木屋川     



 ３ 

R0170 島地川橋梁   山口 山口市  防石鉄道 島地川 1920  単線 ポニ－トラス 廃線 

R0171 ？     山口    県道 184号 島地川 1981   架け替え 

R0172 須崎橋    山口 山口市    島地川      

R0173 大久保橋    山口 山口市  県道 169号 島地川      

R0174 菜沢橋    山口 山口市    島地川      

R0175 平安橋    山口 山口市    島地川      

R0176 上村橋  かみむら 山口 山口市・周南市 国道 376号 島地川 1926 44.1 3.7 ＲＣ連続ラーメンＴ形桁橋 ｎ＝2ｘ2 

R0177 下前田橋    山口 周南市    島地川      

R0178 新米光橋    山口 周南市  国道 376号 島地川      

R0179 米光橋    山口 周南市  国道 489号 島地川      

R0180 長野橋    山口 周南市  国道 376号 島地川      

R0181 和田橋    山口 周南市    島地川      

R0182 中村橋    山口 周南市  国道 376号 島地川      

R0183 ？     山口 周南市  国道 376号 島地川      

R0184 島地川ダム しまぢがわ 山口      島地川 1981   Ｈ＝89 重力式 中国地方建設局 

R0200 雁島橋  がんじま 山口 萩市     松本川 1959-11-26 150 11 ＰＣ単純桁橋 ｌ＝5ｘ30   

R0201 萩橋  はぎ  山口 萩市   国道 191号 松本川 1969-5 153.3 11+2@2.5 ＰＣ単純桁橋 ｎ＝6 

R0202 松本大橋    まつもとおお 山口 萩市     松本川 1956- 66.1 6 ＲＣ下路ロ－ゼ桁 ＲＣ桁 ｎ＝1+1 

R0203 松蔭大橋    山口 萩市    県道萩篠生線 松本川      

R0204 中津江橋  なかつえ 山口 山口 萩市    松本川 1968-5-20 90 5.5 ＲＣカンチレバ－桁橋   

R0205 常盤大橋    山口 萩市     橋本川 1982 ｰ 11-9 328 7 新橋を架設 旧橋は歩道橋  

R0206 常盤橋  ときわ  山口 萩市     橋本川 1953-10-27 260 6 単純鈑桁 ｌ＝5ｘ19.6+19.9+19.2  

R0207 玉江橋  たまえ 山口 萩市   国道 191号 橋本川 1963-3-31 210 9.5 単純活荷重合成鈑桁 ｌ＝7ｘ30  

R0208 橋本橋  はしもと 山口 萩市   県道 64号 橋本川 1952-1-23 96.3 7.5 単純鈑桁 ｌ＝5ｘ18.8  

R0209 椿大橋    山口 萩市   国道 262号 橋本川      

R0210 阿武川橋梁 あぶがわ 山口 萩市    国鉄山陰本線 阿武川 1925-11-1 226.4 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ12.9+9ｘ22.3+1ｘ6.7 

R0211 小郷橋    山口 萩市   県道 67号 阿武川 1956-5-31 91 4.5  

             ボ－ストリングトラス ｌ＝1ｘ32.8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ25  

R0212 高瀬橋    山口 萩市（川上村）   阿武川 1937 56.8 3.5 高瀬橋  

R0213 三徳橋    山口 萩市（川上村）   阿武川 1937- 65.1 3.6 ＲＣカンチレバ－桁橋   

R0214 船戸橋    山口 萩市（川上村）   阿武川 1962-3-31 76 2 ＲＣスラブ橋 潜水橋   

R0215 （阿武川ダム）   山口 萩市（川上村）   阿武川      

R0230 新連帆橋    山口      今津川 1986   PC桁  

R0231 連帆橋  れんぽ 山口 岩国市    今津川 1932 196  ＲＣ桁橋 l＝12 n＝17   

R0232 今津川橋梁   山口      JR山陽本線 今津川 1897 196  鈑桁  

R0233 新寿橋  しんことぶき 山口    国道 188号 今津川 1953 172 7.5 ＲＣゲルバー桁 

R0234 新橋    山口      今津川 1891    

R0235 寿橋  ことぶき 山口      今津川 1989 164 3.6 鋼桁橋 

R0236 明治橋    山口      今津川 1885 106  木橋 

R0237 大正橋    山口      今津川 1922 106 5.6 ＲＣ桁 

R0238 フリダムブリッジー  山口      門前川    PC桁 

R0239 門前川橋梁   山口      JR山陽本線 門前川 1982 ≒188 複線 トラス ｌ＝61.2 ｎ＝3  

R0240 門前橋  もんぜん 山口    国道 188号 門前川 1961 190.2 10+2@2.25 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ14.6+4ｘ20.7 

R0241 愛川橋    山口    県道  門前川 1970   鈑桁 

R0242 ?     山口      門前川    潜水橋 RC桁橋 n=3 

R0243 愛宕橋  あたご 山口      錦川  1935 351 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21.7 

R0244 新愛宕橋  しんあたご 山口    国道 15号 錦川  1972 447 9 ＰＣ桁 

R0245 水管橋    山口    上水道 錦川    水管 逆三角形トラス 

R0246 錦川橋梁  にしきがわ 山口    JR岩徳線 錦川  1934 365 単線 鈑桁 ｌ＝16ｘ22.1 

R0247 臥竜橋  がりよう 山口 岩国市   県道  錦川  1952   単純鈑桁 

R0248 錦帯橋  きんたい 山口      錦川  1953 193.3 4.25  

              木造ア－チ橋 ｌ＝3ｘ35.1 木造桁橋 ｌ＝（1+1）ｘ34.8  

R0249 錦城橋  きんじょう 山口    県道 114 錦川  1965 196- 10.5 鋼連続曲線箱桁 ｌ＝60+50+45 

R0250 錦川橋    山口     山陽自動車道 錦川     

R0251 御庄大橋    山口    県道 1号  錦川     桁橋 

R0252 御庄橋    山口      錦川     

R0253 錦川橋梁    山口    山陽新幹線 錦川     

R0254 守内橋  しゅうち 山口      錦川     潜水橋 RC桁 

R0255 錦橋  にしき  山口    国道 2号 錦川  1962 150.6 8 連続合成鈑桁 ｌ＝3@49.1 

R0256 細利橋    山口      錦川     潜水橋 RC桁 

R0257 行返橋  ゆかば 山口      錦川     鈑桁 

R0258 天尾橋  てんのう 山口    県道 130 錦川  1956   桁橋 

R0259 二鹿谷橋    ふたしかたに 山口      錦川  1954   吊橋 n＝3 トラス補剛，木床，鋼塔 

R0260 椋野橋  むくの  山口      錦川  1971   PC桁 n＝3 

R0261 南桑橋  なぐわ 山口      錦川  1996   鋼斜張橋 n＝2 

R0262 新南桑橋  しんなぐわ 山口      錦川  1983   PC桁 n＝3 

R0263 渡橋    山口    県道  錦川  1993   PC桁 n＝2 

R0264 錦電橋    山口     中国電力専用 錦川     潜水橋 RC桁 
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R0265 合の本橋  ごうのもと 山口    県道  錦川  1957   永久橋 連続桁橋 

R0266 錦雲橋  きんうん 山口    県道  錦川  1966   RC桁 n＝3 

R0267 須多田橋  すだた 山口      錦川  1987   永久橋 桁橋 

R0268 川向橋    山口      錦川  1958    

R0269 柳瀬橋  やなぜ 山口      錦川  1991   PC桁 

R0270 柳瀬流れ橋 やなぜ 山口      錦川     潜水橋 木桁橋 

R0271 中の瀬橋    山口    国道 167号 錦川     桁橋 

R0272 錦川橋梁    山口    岩日線 錦川  1963  単線 鈑桁 n＝2 

R0273 新広瀬橋    山口    国道 434号 錦川  1962   永久橋 桁橋 

R0274 あずま橋    山口      錦川     吊橋 鋼塔 

R0275 末広橋  すえひろ 山口      錦川  1998   永久橋 桁橋 

R0276 山代橋    山口      錦川  1976   永久橋 桁橋 

R0277 ?     山口    国道 434号 錦川     鈑桁 

R0278 初瀬橋  はたがせ 山口      錦川  1993   PC桁 n＝2 

R0279 （平瀬ダム）   山口      錦川  2014   H＝73 

R0280 木谷原橋  きたにばら 山口 錦町     錦川  1952 60.55 3.5  

              ボーストリングトラス ｌ＝1ｘ31.85 ＲＣＴ桁 ｌ≒（1+1）ｘ13 

R0281 平瀬橋    山口      錦川  1968 74.5 4 永久橋 桁橋  

R0282 ?     山口      錦川     潜水橋 板橋  

R0283 ?     山口      錦川     鈑桁 n＝2 

R0284 倉杏橋    山口      錦川     永久橋 桁橋  

R0285 ?     山口    国道 434号 錦川     連続鈑桁 n＝2 

R0286 丸山橋    山口      錦川  1970   鈑桁 n＝2 

R0287 小郷橋    山口      錦川  1972   永久橋 桁橋 n＝2  

R0288 須金橋    山口      錦川  1998   PC桁 n＝2 

R0289 恵比寿橋  えびす 山口 周南市（徳山市）   錦川  1926 67 4.5 鈑桁 +桁橋 

R0290 新恵比寿橋 しんえびす 山口      錦川  1983   PC桁 n＝2 

R0291 舟本橋  ふなもと 山口      錦川  1953   トラス ＲＣ桁  

R0292 錦電橋    山口      錦川  1979   吊橋 n＝3 補剛トラス 鋼塔 

R0293 ?     山口      錦川     吊橋 n＝3 補剛トラス RC塔 

R0294 長渡路橋    山口      錦川  1966   H＝18.8 

R0296 川本大橋    山口    国道 434号 錦川  1961   PC桁 n＝2 

R0297 松室大橋    まつむろおお 山口 周南市（徳山市）   錦川  1920 41.5 4.1 ポニートラス ｌ＝1ｘ30.3 Ｉ型桁橋 

R0298 （菅野ダム）   山口    国道 434号 錦川  1966   H＝87 

R0299 渡瀬橋    山口      錦川  1965  道路 連続鈑桁 n＝3 

R0300 鳴橋    山口      錦川  1966 91.4 3 トラス l＝50 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.5 

R0301 赤瀬橋    山口      錦川  1978   PC桁 n＝2 

R0302 （旧）門前橋   山口      錦川     桁橋 

R0303 門前橋    山口      錦川  1974   方杖ラーメン橋 

R0304 （向道ダム）   山口      錦川  1941   H＝43.3 

R0305 下山橋    山口      錦川     トラス 

R0306 二俣橋    山口      錦川  1981   PC桁 n＝3 

R0307 垂門橋  たれかど 山口      錦川  1984   PC桁 n＝2 

R0308 小泉橋    山口 周南市（鹿野町）   錦川  1964   鈑桁 n＝2 

R0309 金松橋    山口      錦川  1981   PC桁 n＝2 

R0310 新天子橋    山口      錦川  1986   PC桁 n＝2 

R0311 天子橋    山口      錦川  1958   RC桁 

R0312 田原橋  たはら 山口      錦川  1997   鈑桁 

R0313 新田原橋  しんたはら 山口      錦川  1983   PC桁 

R0314 ?     山口      錦川    歩道 桁橋 

R0315 錦川橋    山口      中国縦貫自動車道 錦川      

R0316 堂面橋    山口      錦川  1990   PC桁 n＝2 

R0317 西河内支線橋   山口      錦川  2001   PC桁 n＝2 

R0318 ?     山口    私道  錦川     

R0319 ?     山口      錦川     PC桁 n＝3 

R0320 樋脇橋    山口      錦川  1960   RC桁 

R0321 ?     山口      錦川     鈑桁 

R0322 ?     山口      錦川     RC桁 n＝2 

R0323 ?     山口      錦川     RC桁 n＝2 

R0324 新原橋    山口      錦川  1989   RC桁 n＝2 

R0325 ?     山口      錦川     RC桁 n＝2 

R0326 戸根橋    山口      錦川  1990   桁橋 

R0327 片戸橋    山口      錦川     

R0328 ?     山口      錦川     RC桁 n＝3 

R0329 片山橋    山口      錦川     

R0330 第一片山橋   山口    国道 315号 錦川  1990   PC桁 

R0331 第二片山橋   山口    国道 315号 錦川  1990   鈑桁 

R0332 田野原橋    山口      錦川  1950   ＲＣ桁  



 ５ 

R0333 ?     山口      錦川     桁橋 

R0334 第一葉の内橋   山口      錦川  1992   PC桁 

R0335 ?     山口      錦川     潜水橋 ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0336 第二葉の内橋   山口      錦川  1992   RC桁 

R0337 ?     山口      錦川     鈑桁 ｎ＝2 

R0338 ?     山口      錦川     桁橋 ｎ＝2 

R0339 葉の内 1号橋   山口      錦川     PC桁 

R0340 葉の内 2号橋   山口      錦川     PC桁 

R0341 葉の内 3号橋   山口      錦川     RC桁 

R0342 葉の内 4号橋   山口    国道 315号 錦川     PC桁 

R0343      山口    林道  錦川     RC桁 

R0360 厚東川橋梁 ことうがわ 山口 宇部市    ＪＲ小野田線 厚東川 1929 378 単線  

R0361 厚東川橋  ことうがわ 山口 宇部市  国道 190号 厚東川 1935 364 7.2 ＲＣ桁 ｌ＝13 ｎ＝28 

R0362 厚東川大橋   山口      厚東川 1965 368.5 10  

             ＰＣ桁 ｌ＝11ｘ35 旧橋に平行して架設 新橋を下りに使用  

R0363 琴川橋    山口 宇部市    厚東川 1961 287   

R0364 厚東川橋梁 ことうがわ 山口 宇部市  ＪＲ宇部線 厚東川 1914  単線 鈑桁 

R0365 沖之旦橋    山口 宇部市  県道 342号 厚東川 1934    

R0366 ？     山口 宇部市   山陽自動車道 厚東川 2001    

R0367 末信橋    山口 宇部市    厚東川     

R0368 持世寺橋    山口 宇部市  県道 219号 厚東川 1919    

R0369 厚東川橋梁 ことうがわ 山口 宇部市    ＪＲ山陽本線 厚東川 1927  複線 鈑桁 

R0370 田ノ小野橋   山口 宇部市    厚東川 1963   鈑桁 

R0371 ？     山口 宇部市  山陽新幹線 厚東川 1975    

R0372 木田橋  きだ  山口 宇部市    厚東川 1939 68 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝4  

R0373 二俣瀬橋    山口 宇部市  国道 2号 厚東川 1957 66 7.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝3 

R0374 厚東川ダム ことうがわ 山口 宇部市  厚東川 1948   Ｈ＝38.8 重力式 山口県 

R0375 小野大橋    山口 宇部市  県道 230号 厚東川 1949   永久橋 桁橋 

R0376 渡瀬橋    山口 宇部市    厚東川 1954   ボーストリングﾞトラス ｎ＝2 

R0377 吉野橋    山口 宇部市  県道 231号 厚東川 1952   永久橋 桁橋 

R0378 倉子橋  くらこ  山口 宇部市    厚東川 1941 35 2.5 ＲＣ橋  

R0379 今瀬橋    山口 宇部市  県道 30号 厚東川 1962   永久橋 桁橋  

R0380 ？     山口 美祢市   中国自動車道 厚東川 1974    

R0381 新原田橋    山口 美祢市  国道 435号 厚東川     

R0382 原田橋    山口 美祢市  県道 32号 厚東川     

R0383 平野橋    山口 美祢市  県道 31号 厚東川     

R0384 ？     山口 美祢市  県道 230号 厚東川     

R0385 ？     山口 美祢市  県道 239号 厚東川     

R0386 ？     山口 美祢市  県道 36号 厚東川     

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

 

 

 


