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FR36:川を渡る橋・徳島県 
 

 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 徳長橋    徳島 鳴門市    旧吉野川 1907 178 2.7 船橋 

R0002 大津橋    徳島    国道 283号 旧吉野川 1953 143.6 9 鈑桁 ｌ＝13 ｎ＝11 

R0003 旧吉野川河口堰   徳島 松茂町    旧吉野川 1975 192.3 5 合成鈑桁 n＝10 

R0004 空港大橋  くうこうおお 徳島 松茂町  県道  旧吉野川 1993 167 11+2@4.5 PC連続箱桁橋 l＝50+67+50 

R0005 広島橋    徳島 松茂町  県道 220号 旧吉野川 1973   鋼橋  

R0006 新広島橋    徳島 松茂町  国道 11 号 旧吉野川     

R0007 長岸橋    徳島 松茂町   県道  旧吉野川 1960 156 2.6 ＲＣ橋  

R0008 牛屋島大橋   徳島 鳴門市  県道 39 号 旧吉野川     

R0009 牛屋浜橋    徳島 鳴門市    旧吉野川 1929 110.8 8 ＲＣ橋  

R0010 馬詰橋    徳島 鳴門市    旧吉野川     

R0011 共栄橋    徳島 鳴門市    旧吉野川     

R0012 新高橋    徳島 北島町  県道 167号 旧吉野川     

R0013 市場橋    徳島 鳴門市    旧吉野川 1924    

R0014 今切川橋梁  いまぎれがわ 徳島 鳴門市  JR高徳線 旧吉野川 1935 ≒178 単線 鈑桁 ｌ＝19 ｎ＝9 

R0015 大正橋    徳島 鳴門市    旧吉野川     

R0016 川崎橋    徳島 鳴門市  県道 41 号 旧吉野川 1961 147.6 3.6 木桁橋 

R0017 鳴門藍住大橋   徳島 藍住町  県道  旧吉野川     

R0018 ？     徳島 藍住町・鳴門市 県道  旧吉野川     

R0019 新川端橋    徳島 板野町    旧吉野川     

R0020 板野大橋    徳島 板野町  県道  旧吉野川     

R0021 大寺橋    徳島 板野町    旧吉野川     

R0022 藍園橋    徳島 藍住町    旧吉野川 1952 70 3.6 木桁橋 

R0023 中富大橋    徳島 藍住町    旧吉野川     

R0024 旧吉野川橋   徳島 藍住町   徳島自動車道 旧吉野川     

R0025 檜橋    徳島 藍住町     旧吉野川 1962 99.2 4 合成鈑桁 

R0026 栄橋    徳島 板野町    旧吉野川     

R0027 六条樋門橋   徳島 上板町  県道 137号 旧吉野川 1923 47.8 6.1 ＲＣ橋  

R0030 海部川橋  かいふがわ 徳島 海部町・海南町 県道  海部川 1926 361 4.5  

             ＲＣ連続ラーメン桁橋 ｌ＝10ｘ3@9 RC連続桁 l＝15 n＝11 

R0031 海部大橋  かいふおお 徳島 海部町・海南町 国道 55 号 海部川 1967 329 7 PCT 形桁 l＝9ｘ35.7 

R0032 海部川橋梁 かいふがわ 徳島 海部町・海南町 JR牟岐線 海部川 1973 ≒391 単線 PCT 形桁 l＝8ｘ36+4ｘ 

R0033 清流橋  せいりゅう 徳島 海部町・海南町 農免道 海部川 1995 209.45 7 PCT 形桁 l＝6ｘ34 

R0034 吉野橋  よしの 徳島 海部町・海南町 国道 193号 海部川 1981 235 7.5+2.5   

              ＰＣ箱桁 ｌ＝52 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ24.75 ＰＣ箱桁 ｌ＝44  

R0035 姫能橋    徳島 海南町    海部川 1962 108 3 PC桁 ｎ＝7 

R0036 大井大橋    徳島      海部川     

R0037 若松大橋    わかまつおお 徳島 海南町    海部川 1994 170 5 PCT 形桁 n＝4 

R0038 神野橋    徳島 海南町    海部川 1962 107 4 ＲＣＴ桁 ｎ＝6 

R0039 玉笠橋    徳島 海南町    海部川 1963 107 4  

R0040 桑原大橋    くわはらおお 徳島 海南町     海部川 1986 99.5 5 PCT 形桁 l＝3ｘ33 

R0041 海部橋  かいふ 徳島 海南町    海部川 1953 37 5 ポニートラス ｌ＝36 

R0042 皆の瀬橋  かいのせ 徳島 海南町    海部川 1968 47 4 鋼合成箱桁 

R0043 小川橋  おがわ 徳島 海南町    海部川 1933 26.8  RC桁 l＝13.6 n＝2 

R0050 千切山橋    徳島 徳島市    勝浦川 1928   木橋 

R0051 勝浦浜橋 かつうらはま 徳島    県道  勝浦川 1932 134.8 7.3 鈑桁 ｌ＝7ｘ18.7 

R0052 ？     徳島      勝浦川 1963 346 6.5+2@1.5  

              ゲルバー鈑桁 ｌ＝32+3@40+30 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ22.6 

R0053 ？     徳島      勝浦川 1978  上水道管径 26.7ｃｍ  

                   連続三角トラス n＝13 

R0054 大原（野上）潜水橋 （のがみ） 徳島 徳島市・小松島市  勝浦川  97 2.5   

R0055 江田橋    徳島 小松島市    勝浦川 1955 232  ＲＣ潜水橋 

R0056 勝浦川橋    かつうらがわ 徳島 小松島市  国道 55 号 勝浦川 1977 241 2x（8+2.5）  

                 連続鈑桁 n＝3 合成鈑桁 n＝（2+1） 

R0057 勝浦川橋梁   かつうらがわ徳島 小松島市・徳島市 国鉄牟岐線 勝浦川 1951  単線 中路鈑桁 ｌ＝9ｘ30 

R0058 野上橋  のがみ 徳島 小松島市・徳島市 県道  勝浦川 1990 230.8 7.25+2.5 ＰＣ桁 ｎ＝6 ｌ＝38  

R0059 丈六橋    徳島 徳島市    勝浦川 1935    

R0060 飯谷橋    徳島 徳島市    勝浦川 1956 72 3.6 ＲＣスラブ橋 潜水橋  

R0061 日浦橋    徳島 徳島市    勝浦川 1951 72 3 ＲＣスラブ橋 潜水橋 

R0062 今山橋    徳島 勝浦町    勝浦川 2002   永久橋 

R0063 勝浦中央橋 かつうらちゅうおう 徳島 勝浦町    勝浦川 1981 190.6 6 ＰＣ桁 l＝30 ｎ＝6 
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R0064 黒岩橋    徳島 勝浦町    勝浦川 1955 155 4.5 潜水橋 

R0065 星谷橋    徳島 勝浦町    勝浦川 1955 180 4.5 潜水橋 

R0066 横瀬橋  よこせ 徳島 勝浦町    勝浦川 1998 170 7.25+2.5  

                 鋼箱桁橋 ｌ＝68 合成鈑桁 ｎ＝3 

R0067 福川橋  ふくかわ 徳島 上勝町    勝浦川 1991 70 5+1.5 ＰＣ連続箱桁 ｎ＝2 

R0068 正木ダム    徳島      勝浦川 1977   Ｈ＝67 

R0069 日浦橋    徳島 上勝町    勝浦川 1977 87 3 合成鈑桁 l＝20+40+20 

R0070 福原大橋    徳島 上勝町  県道  勝浦川  78.4 6.75+2 PC桁 l＝2ｘ29 

R0071 横峯橋    徳島 上勝町    勝浦川 1981 48 7.5 PC桁 n＝2 

R0072 落合橋  おちあい 徳島      勝浦川 1934 60.2  ポニートラス ｌ＝32.7+24 

R0073 角屋橋    徳島 上勝町     勝浦川 1952 33.2 3.7 トラス 

R0074 角屋橋    徳島    林道  勝浦川 1974   合成鈑桁 

R0075 谷口橋  たにぐち 徳島      勝浦川 1935 37 2 木造無補剛吊橋 ｌ＝15 木柱  

R0076 瀬津橋    徳島 上勝町    勝浦川 1962 32.5 3 木造吊橋  

R0077 鶴橋    徳島 上勝町     勝浦川 1959 24 3 ＲＣ床版橋  

R0078 大北橋    徳島 上勝町     勝浦川 1959 24 3.5 トラス 

R0079 柳谷橋    徳島 上勝町     勝浦川 1959 48.4 3 木造吊橋  

R0090 山城大橋    徳島 三好市   国道 銅山川 1965 241.6 7  

               連続鈑桁 ｌ＝65+40+65 合成鈑桁 ｌ＝24+24+21 

R0091 伊予川橋梁 いよがわ 徳島    国鉄土讃線 銅山川 1950 216.3 単線  

              トラス ｌ＝1ｘ46.8 鈑桁 ｌ＝1ｘ32.8 1ｘ23 2ｘ22.3 4ｘ16  

R0092 川口橋    徳島      銅山川 1965   トラス 

R0093 青富橋    徳島      銅山川     

R0094 相川橋    徳島      銅山川 1929 54 1.8 鉄線吊橋 

R0095 政友ダム    徳島      銅山川     

R0096 政友橋    徳島      銅山川 1932 19 1 板橋  

R0097 平和橋    徳島      銅山川 1928 90 1.8 吊橋 

R0098 大月橋    徳島      銅山川     

R0110 那賀川大橋  なかがわおお 徳島 阿南市・那賀川町 国道 55 号 那賀川 1993 579.2 14.4+4.5 鋼連続箱桁 n＝2ｘ3@ ＰＣ橋 

R0111 那賀川橋梁 なかがわ 徳島 阿南市・那賀川町 ＪＲ牟岐線 那賀川 1936 467 単線 トラス ｌ＝9ｘ46.8+1ｘ39 

R0112 大京原橋   だいきょうばら 徳島 那賀川町  県道 128号 那賀川 1973 391 6.5 連続トラス ｌ＝2ｘ（3@65）  

R0113 那賀川橋  なかがわ 徳島 阿南市・羽ノ浦町 国道 55 号 那賀川 1928 336･8 6  

            ワ－レントラス ｌ＝4ｘ58 伸長 Ｌ＝101 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝5  

R0114 那賀川堰管理橋   徳島 羽ノ浦町    那賀川 1952   トラス n＝2 

R0115 持井橋  もちい  徳島 阿南市・羽ノ浦町 県道 22 号 那賀川 1974 380 6.5+2@0.75 トラス l＝2ｘ（3@63） 

R0116 加茂谷橋  かもだに 徳島 阿南市  県道  那賀川 1980 340 6.25+1.5 鋼連続箱桁 l＝3@68+2@ 

R0117 深瀬戸橋    徳島      那賀川     

R0118 中央橋    徳島 阿南市    那賀川 1953 147 3 ＲＣ潜水橋 

R0119 十八女大橋   さかりめおお 徳島 阿南市    那賀川 1980 271 5.5+2@0.75  

         鋼下路トラスドアーチ l＝1ｘ106 鋼連続箱桁 l＝2@60 PC桁 l＝2ｘ31 H型桁 l＝14 

R0120 水井橋  すいい 徳島 阿南市    那賀川 1965 160.8 3 連続鈑桁 ｌ＝4@40 

R0121 細野橋  ほその 徳島 阿南市  農道  那賀川 1997 166 5  

                鋼ランガー桁 ｌ＝106 合成箱桁 ｌ＝60 

R0122 田野橋  たの  徳島 那賀町（鷲敷町）   那賀川 1989 181 5.5+2@0.75  

                PC有ﾋﾝｼﾞﾗｰﾒﾝ箱桁 l＝57.5+66+57.5 

R0123 仁宇谷橋  にうだに 徳島 那賀町（鷲敷町）   那賀川 1938 214 5  

            トラス ｌ＝53 ｎ＝2 ＲＣ連続桁 ｌ＝2ｘ（3@12.1） ＲＣ桁 ｌ＝1ｘ12 

R0124 丹生谷橋  にゆうだに 徳島    国道 295号 那賀川 1990 200 8.25+2.5  

                連続鈑桁 ｌ＝3@58 合成鈑桁 ｌ＝32  

R0125 下砥大橋    徳島 那賀町    那賀川 1974   トラス 

R0126 細渕橋    徳島 那賀町（鷲敷町）   那賀川 1972 46 4.5 ＲＣ桁 潜水橋 

R0127 簗橋  やな  徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1963 171 2 連続鈑桁 ｌ＝38.5+2@47+38.5 

R0128 下雄大橋  しもおんどりおお 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1974 99.8 5 トラス l＝61 合成鈑桁 l＝38 

R0129 川口橋  かわぐち 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1969 100 8 合成鈑桁 ｌ＝55.8+43.7 

R0130 （川口ダム）   徳島      那賀川 1961   H＝30 L＝180 

R0131 鎌瀬橋  かまぜ 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1958 120 2 吊橋 鉄トラス補剛 鉄塔 

R0132 新鎌瀬橋    徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1990 134 5+2  

           鋼下路 ﾆｰﾙｾﾝﾛｰｾﾞ橋ﾊﾞｽｯｹﾄﾊﾝﾄﾞﾙ型 ｌ＝1ｘ110 ＰＣ箱桁 ｌ＝24 

R0133 横石橋  よこいし 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1981 97 5+1.5 トラス 

R0134 川浦の吊船   徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1960    

R0135 陰谷橋  かげたに 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1964 107.7 4 鋼上路ランガ－桁 ｌ＝10+77+20 

R0136 日野谷橋  ひのだに 徳島 那賀町（相生町）   県道 那賀川 1973   吊橋 鋼補剛トラス 鋼床版 ＲＣ塔  

R0137 花瀬橋  はなぜ 徳島 那賀町（相生町）    那賀川 1932 90 1.4 吊橋 木トラス補剛  

R0138 神通橋  じんづ 徳島 相生町・上那賀町   那賀川 1961 95 1.5 吊橋 無補剛 ＲＣ塔  

R0139 葛ケ谷橋    徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川   渡船 

R0140 水崎大橋  みさきおお 徳島      那賀川 1981 99 5 鋼中路ローゼ ｌ＝95 

R0141 水崎橋  みさき  徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1936   吊橋 鋼補剛トラス 木床 ＲＣ塔  

R0142 小計橋  こばかり 徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1957 83 1.7 吊橋 ｎ＝1 ＲＣ塔  
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R0143 小浜大橋  こはまおお 徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1979 123 7 鋼上路ランガー桁 ｌ＝8.8+105+8.8 

R0144 長安吊橋  ながやす 徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1952 134.2 3 吊橋 木造補剛トラス 木床 ＲＣ塔  

R0145 （長安口ダム）   徳島      那賀川     

R0146 長安口橋    ながやすぐち 徳島      那賀川 1960   鋼補剛トラス 鋼床版に改造 

R0147 長安ダム    徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1955   H＝85 L＝200 

R0148 谷口橋    徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1925 113 1.8 吊橋 単径間 鉄補剛トラス ＲＣ塔  

R0149 大戸橋  おおと 徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1994 172 5  

               鋼バスッケトハンドルニールセンローゼ ｌ＝1ｘ170 

R0150 出合橋  であい 徳島 那賀町（上那賀町）国道 193 号 那賀川 1955 137 5.5 ゲルバートラス ｌ＝32+72+32 

R0151 下司橋  げし  徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1956 100 1.4 吊橋 無補剛 ＲＣ塔 

R0152 葛ケ谷橋    徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1960 105 1.9 吊橋 

R0153 平谷一号橋   徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川    上路トラス 

R0154 白柳橋    徳島 那賀町（上那賀町）  那賀川 1924 60 1.8 鉄線吊橋 無補剛 木柱塔  

R0155 柳瀬橋  やなせ 徳島    国道 195号 那賀川 1965 78 6  

                上路トラス ｌ＝60 合成Ｈ型桁 ｌ＝10.5+7.5 

R0156 蔭平橋    徳島      那賀川    吊橋？ 

R0157 （小見野ダム）   徳島      那賀川 1968   H＝62.5 L＝152 

R0158 海川口橋    かいかわぐち 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川 1968 110 5.5  

                鋼下路トラスドランガー ｆ＝16 ｌ＝109.2 

R0159 助大橋  すけおお 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 n＝3 

R0160 陰井橋  かげい 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川 1956   鋼桁 

R0161 出原橋  いずはら 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川 1972 89 4.8 鈑桁 n＝3 

R0162 南宇橋  なんう  徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 

R0163 ごろごうち橋   徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 n＝2 

R0164 平明橋    徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 

R0165 ?     徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    吊橋 単径間 鋼塔 

R0166 南川橋  みながわ 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川 1957 34.8 3.6 上路トラス ｌ＝34.4 

R0167 ?     徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    吊橋 単径間 無補剛 

R0168 清水橋    徳島 那賀町（木頭村）    那賀川     

R0169 折宇中央橋   徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鋼桁 

R0170 ?     徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    吊橋 鋼塔  

R0171 ?     徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    吊橋 ＲＣ塔 

R0172 木頭大橋    徳島 那賀町（木頭村）  国道 195号 那賀川 1970 144 6.75+1.5 合成鈑桁 l＝4ｘ36 

R0173 栗宇谷橋    徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 n＝2 

R0174 弥渕橋  やぶち 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鋼桁 

R0175 北川橋  きたがわ 徳島 那賀町（木頭村）  国道 195号 那賀川 1954   鈑桁 n＝2 

R0176 上北川二号橋   徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 

R0177 上北川一号橋   徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 

R0178 日和田橋    徳島 那賀町（木頭村）    那賀川     

R0179 平橋  たいら 徳島 那賀町（木頭村）    那賀川    鈑桁 

R0200 第一樋門橋   徳島 徳島市    飯尾川 1955 11.5 3.25 ＲＣ橋  

R0201 飯尾川橋梁 いのおがわ 徳島 徳島市  国鉄高徳線 飯尾川 1935 ≒120 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.5+（3+3）ｘ13.4 

R0202 喜来橋    徳島 徳島市    飯尾川     

R0203 角瀬橋    徳島 徳島市    飯尾川 1933 39 4 ＲＣ桁  

R0204 あまさじ橋    徳島 徳島市  県道 41 号 飯尾川     

R0205 宮前橋  みやまえ 徳島 徳島市    飯尾川 1943 39 4 ＲＣＴ桁 ｎ＝5 

R0206 中筋橋    徳島 徳島市    飯尾川 1933 37.7 2.5 ＲＣＴ桁橋 

R0207 飯尾川橋    徳島 徳島市    飯尾川     

R0208 新飯尾川橋   徳島 徳島市  県道 1 号 飯尾川     

R0209 一の橋    徳島 徳島市    飯尾川 1955 38.5 6 ＲＣＴ型橋 

R0210 関の橋    徳島 徳島市    飯尾川 1959 36 2.1  

R0211 角の橋小橋   徳島 徳島市    飯尾川     

R0212 榎島橋    徳島 徳島市  県道 29 号 飯尾川     

R0213 古川橋    徳島 徳島市    飯尾川     

R0214 川原田橋    徳島 徳島市  県道 206号 飯尾川     

R0215 いのがわ橋   徳島 徳島市    飯尾川     

R0216 和合橋    徳島 徳島市    飯尾川 1938 30 2.7 ＲＣ桁 

R0217 上飯尾川橋  かみいのがわ 徳島 徳島市・石井町   飯尾川 1943 30 5.7 ＲＣ桁 ｌ＝10 ｎ＝3 

R0218 新栄橋    徳島 徳島市・石井町   飯尾川     

R0219 桜間橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0220 加茂野橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0221 藍高橋    徳島 石井町    飯尾川 1957 26 3 ＲＣスラブ橋  

R0222 藍高大橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0223 天神橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0224 飯尾川橋    徳島 石井町    飯尾川 1931 7.5 2.1  

R0225 飯尾川新橋   徳島 石井町  県道 30 号 飯尾川     

R0226 佐尾橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0227 南島橋    徳島 石井町  県道 34 号 飯尾川   石橋 



 ４ 

R0228 高浦橋    徳島 石井町  県道 232号 飯尾川 1933   桁橋 

R0229 立石橋    徳島 石井町  県道 231号 飯尾川     

R0230 山瀬橋    徳島 石井町    飯尾川 1952 38 2 木橋  

R0231 金長橋    徳島 石井町    飯尾川 1954 15 3.2 ＲＣ橋 

R0232 上車橋    徳島 石井町    飯尾川   木橋 

R0233 ？     徳島      飯尾川 1841 6 1.8 石造桁橋 青石 3 枚  

R0234 野神橋    徳島 石井町    飯尾川     

R0235 飯尾川橋梁 いのおがわ 徳島 石井町  国鉄徳島線 飯尾川 1899 ≒57 ｎ＝8  

R0236 飯尾川橋    徳島 吉野川市  県道 154号 飯尾川 1912 10.9 3.3 ＲＣＴ桁 

R0237 市瀬橋    徳島    国道 192号 飯尾川 1884 18 3.6 石橋  

R0238 向麻山北橋   徳島      飯尾川     

R0239 十二騎橋    徳島      飯尾川     

R0240 ？     徳島    県道 240号 飯尾川     

R0241 飯尾新橋    徳島    県道  飯尾川     

R0242 みかわ橋    徳島      飯尾川     

R0243 鳥正橋    徳島    県道 240号 飯尾川 1956 6 3.6 ＲＣ床版橋  

R0260 厄除橋  やくよけ 徳島 美波町  県道  日和佐川 1954 61.6 6.1 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝18.8+24+18.8 

R0261 日和佐川橋梁 ひわさかわ 徳島    国鉄牟岐線 日和佐川 1939 ≒109 単線 ＲＣ連続Ｔ桁 ｌ＝2ｘ（4@13.7） 

R0262 日和佐川橋 ひわさがわ 徳島    国道 55 号 日和佐川 1968 88.3 8 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ29.4 

R0263 永田橋    徳島      日和佐川     

R0264 西河内中央橋   徳島      日和佐川     

R0265 柳瀬橋    徳島      日和佐川 1966 50.9 3 鋼橋  

R0266 西山橋    徳島      日和佐川     

R0267 ？     徳島    県道 36 号 日和佐川 1933 37.3 2.7 鋼橋  

R0268 宝木橋    徳島      日和佐川 1952 33.5 6 ＲＣ下路ロ－ゼ ｌ＝32 

R0269 ？     徳島      日和佐川 1981 63.5 6.5 鋼橋  

R0280 祖谷口橋    徳島 三好市  県道 32 号 祖谷川     

R0281 川崎橋  かわさき 徳島 三好市（池田町）    祖谷川 1975 114.9 3 鋼下路ランガ－桁橋  

R0282 千足橋    徳島 三好市（池田町）   祖谷川 1954    

R0283 ？     徳島      祖谷川 1971   新橋架設 

R0284 新祖谷大橋   徳島 三好市    祖谷川 1958   鉄骨永久橋 

R0285 秘境祖谷大橋   徳島 三好市  県道 32 号 祖谷川 2006 268 8 桁橋 

R0286 祖谷渓大橋  いやけいおお 徳島 三好市（西祖谷山村）  祖谷川 1966 51.2 3.6 鋼方杖桁橋 ｌ＝37.5（15.6+19.5+15.6）  

R0287 かずら橋    徳島 三好市    祖谷川     

R0288 今井橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1951 46 2 木造吊橋  

R0289 尾尻橋    徳島      祖谷川 1951 61 2 木造吊橋  

R0290 浦戸橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1904   蔓橋 

R0291 ？     徳島      祖谷川 1957 20 2 吊橋 木造無補剛 

R0292 栃之瀬橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1897   蔓橋 

R0293 ？     徳島      祖谷川    木造補剛トラス吊橋 ＲＣ塔  

R0294 ？     徳島      祖谷川 1962   鋼上路ランガ－桁 

R0295 湯ノ瀬橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1965 35 4.8 鈑桁 

R0296 あど橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1969 18 4.8 鈑桁  

R0297 第二小島橋 おじま  徳島 三好市（東祖谷山村） 県道 32号 祖谷川 1964 119.8 5.5  

             鋼上路ランガ－桁 ｌ＝84.8 鈑桁 ｌ＝（11.2+16）+（11.8） 

R0298 第一小島橋   徳島 三好市  県道 32 号 祖谷川     

R0299 滝の瀬橋    徳島 三好市（東祖谷山村）   祖谷川 1928   無補剛吊橋  

R0300 大西橋    徳島 三好市  県道 32 号 祖谷川     

R0301 祖谷川橋    徳島 三好市    祖谷川     

R0302 下浦橋    徳島 三好市    祖谷川 1956 42 2 木造吊橋  

R0303 ？     徳島 三好市  国道 437号 祖谷川     

R0304 天王森橋    徳島 三好市    祖谷川 1965 36.3 2.6 鈑桁 

R0305 釜ケ谷橋    徳島 三好市    祖谷川     

R0306 中上橋    徳島 三好市    祖谷川 1964 30 2.6 鈑桁 

R0307 安渡橋    徳島 三好市    祖谷川     

R0308 九鬼橋    徳島 三好市    祖谷川 1919   蔓橋  

R0309 大宮橋    徳島 三好市    祖谷川    1903 年頃迄は蔓橋  

R0310 ？     徳島      祖谷川 1928   無補剛吊橋  

R0311 ？     徳島      祖谷川 1968 31 4.8 鈑桁  

R0312 保命橋    徳島 三好市    祖谷川 1956 30 2 木造吊橋  

R0313 第一菅生橋   徳島 三好市    祖谷川 1969 35 4.8 鈑桁  

R0314 第二菅生橋   徳島 三好市    祖谷川 1964 30 2.6 鈑桁  

R0315 名頃橋    徳島 三好市    祖谷川 1951 30 2.6 木造吊橋  

R0316 名頃ダム    徳島      祖谷川 1961   Ｈ＝37 重力式 四国電力 

R0330 末広大橋    徳島 徳島市  県道 29 号 新町川     

R0331 かちどき橋   徳島 徳島市  国道 55 号 新町川 1989  計 30.7  連続鈑桁  

R0332 新町川橋梁   徳島 徳島市  国鉄牟岐線 新町川 1913   鈑桁 ｎ=3 

R0333 富田橋  とみだ 徳島 徳島市    新町川 1960 54 7.5+2@2.25 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ18 
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R0334 両合区橋    徳島 徳島市    新町川 1880 46 2.2 木橋  

R0335 両国橋  りょうごく 徳島 徳島市    新町川 1965 46 18.5+2@3 ＰＣ門型ラ－メン橋 ｌ＝46 

R0336 ふれあい橋   徳島 徳島市    新町川     

R0337 新町橋  しんまち 徳島 徳島市  国道 438号 新町川 1978 53 18.8 ＰＣ有ヒンジラ－メン箱桁 

R0338 春日橋  かすが 徳島 徳島市    新町川 1968 48.6 18 ＲＣ桁橋 ｎ＝3 

R0339 あいせん橋   徳島 徳島市    新町川     

R0340 仁心橋   徳島 徳島市     新町川 1972 42 6 鈑桁  

R0341 佐古大橋  さこおお 徳島 徳島市  国道 192号 新町川 1952 50 23.5 永久橋 桁橋 

R0342 新町川橋梁   徳島 徳島市  国鉄高徳線 新町川 1963 69  鈑桁 

R0343 鈴江橋    徳島 徳島市    新町川 1917 79+74.5 "1,5" 木橋 

R0344 三ツ合橋  みつあい 徳島      新町川 1975   合成鈑桁  

R0345 吉野橋  よしの 徳島 徳島市  県道 39 号 新町川 1939 41.5 9.5 ＲＣ橋 ｌ＝17 ｎ＝3 

R0346 蛭子橋    徳島 徳島市    新町川 1953 49.8 4.15  

R0347 新町水門    徳島 徳島市  県道 15 号 新町川     

R0360 加賀須野橋 かがすの 徳島 徳島市・松茂町 県道 220号 今切川 1961 197   

      右岸側 Ｌ＝50.1 ｂ＝7.2 跳開橋 Ｌ＝20.1 ｂ＝7.3 左岸側 Ｌ＝30.1 ｂ＝8.3 鈑桁，ＰＣ桁，ＲＣ桁 

R0361 加賀須野大橋   徳島 徳島市・松茂町 国道 11 号 今切川 1980 369 11 鋼箱桁 

R0362 共栄橋  きょうえい 徳島 徳島市  県道 29 号 今切川 1975 43.6 13+2 合成鈑桁 ｎ＝12 

R0363      徳島      今切川 1961 123 3 旋回橋 ｌ＝20 撤去 

R0364 鯛浜橋  たいのはま 徳島 徳島市  県道 39 号 今切川 1928 170.4 7 連続鈑桁 ｌ＝18.9 ｎ＝9 

R0365 川河口堰    徳島 徳島市・北島町   今切川     

R0366 北島広神橋   徳島 徳島市  県道 29 号 今切川     

R0367 三ツ合橋    徳島 北島町  県道 14 号 今切川     

R0380 桑野川大橋   徳島 阿南市  国道 55 号 桑野川     

R0381 住吉橋    徳島 阿南市    桑野川     

R0382 桑野川橋梁   徳島 阿南市  国鉄牟岐線 桑野川     

R0383 横見橋    徳島 阿南市    桑野川     

R0384 富岡橋  とみおか 徳島 阿南市  県道 27 号 桑野川 1934 143.2  ＲＣ桁 ｌ＝11 ｎ＝13 

R0385 新町橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0386 富岡新橋    徳島 阿南市  国道 55 号 桑野川 

R0387 宝橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0388 津乃峰橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0389 長生橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0390 明谷橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0391 新大地橋    徳島 阿南市  県道 24 号 桑野川 

R0392 大地橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0393 谷橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0394 桑野橋    徳島 阿南市  国道 195号 桑野川 

R0395 桑野谷橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0396 内田橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0397 北山橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0398 藁野橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0399 重友橋    徳島 阿南市    桑野川 

R0400 ？     徳島 阿南市  県道 284号 桑野川 

R0401 （旧）平等寺橋 びょうどうじ 徳島 阿南市    桑野川 1928 34  ＲＣスラブ橋 ｌ＝4.3 ｎ＝8 

R0402 久田橋    徳島 阿南市    桑野川 1950 30 4.5 ＲＣＴ桁 ｎ＝2  

R0403 新久田橋    徳島 阿南市  県道 35 号 桑野川     

R0404 惣田橋    徳島 阿南市  県道 35 号 桑野川     

R0424 浜高房橋    はまたかぼう 徳島 徳島市    鮎喰川 2006   撤去 

R0425 鮎喰川橋梁 あくいがわ 徳島 徳島市  国鉄高徳線 鮎喰川 1935 ≒298 単線 鈑桁 ｌ＝19.7 ｎ＝15 

R0426 高崎橋    徳島 徳島市    鮎喰川     

R0427 弁天橋    徳島 徳島市  県道 41 号 鮎喰川 1953 121.5 3.8 ＲＣ橋 潜水橋 

R0428 不動橋  ふどう  徳島 徳島市  県道 1 号 鮎喰川 1958 300.9 7.5  

              ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.8+9@22.1+16.8 ＲＣ橋 ｌ＝6ｘ11.6 

R0429 中鮎喰橋  なかあくい 徳島 徳島市  県道 30 号 鮎喰川 1989 339 2x(4,25+3)  

               連続鈑桁 ｎ＝2ｘ3@ 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ40.5 

R0430 鮎喰川橋梁 あくいがわ 徳島 徳島市  国鉄徳島線 鮎喰川 1955 332 単線 鈑桁 ｌ＝20ｘ15.9 

R0431 上鮎喰橋  かみあくい 徳島    国道 192号 鮎喰川 1975 305 4 車化 合成鈑桁  

R0432 一宮橋    徳島    県道 207号 鮎喰川     

R0433 梁瀬橋    徳島      鮎喰川 1968 134.53   

R0434 入田春日橋   徳島      鮎喰川     

R0435 行者野橋    徳島 神山町    鮎喰川     

R0436 阿野橋  あの  徳島 神山町    鮎喰川 1929 107 5 鈑桁 ｌ＝19.3 ｎ＝5 

R0437 長瀬橋    徳島 神山町    鮎喰川 1990 89  永久橋 

R0438 須賀橋    徳島 神山町    鮎喰川 1977 75.5  永久橋 

R0439 小野橋    徳島 神山町  県道 20 号 鮎喰川 1927  4.6 トラス ｌ＝51 ｎ＝3 

R0440 大埜地橋    徳島 神山町    鮎喰川 1977 70  永久橋 

R0441 文化橋    徳島 神山町    鮎喰川 1971 85  永久橋 
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R0442 神川橋    徳島 神山町    鮎喰川 1982 79.5  桁橋 

R0443 第二大埜地橋   徳島 神山町    鮎喰川 1986 95  永久橋 桁橋 

R0444 喜多橋    徳島 神山町    鮎喰川 1904 59 2.4 木造橋  

R0445 寄井喜多橋   徳島 神山町    鮎喰川 1931 54.6 3.6 鈑桁 ｌ＝3ｘ18.2 

R0446 栗生野橋    徳島 神山町    鮎喰川 1964 45  永久橋 

R0447 上山橋    徳島 神山町    鮎喰川 1959 36.4 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ12 

R0448 上山大橋    徳島 神山町  国道 438号 鮎喰川 2000   鋼ニールセンローゼ 

R0449 宇井橋    徳島 神山町    鮎喰川 1962 "37,1"  中路トラス 

R0450 ？     徳島 神山町  国道 193 鮎喰川     

R0451 江田橋    徳島      鮎喰川    木橋  

R0452 新左右山橋   徳島      鮎喰川 1998    

R0453 宮前橋    徳島      鮎喰川 1972 "57,5"  永久橋 桁橋 

R0500 東環状橋    徳島 徳島市  県道 29 号 吉野川  1300  鋼斜張橋 鋼箱桁 

R0501 吉野川大橋 よしのがわおお 徳島 徳島市  国道 11 号 吉野川 1972 1137 10.75+1.5 鋼連続箱桁 l＝（4+4ｘ3）@ 

R0502 古川橋    徳島 徳島市     吉野川       渡船 

R0503 吉野川橋  よしのがわ 徳島 県道 39 号    吉野川 1928 1071 6.1 トラス l＝17ｘ62.2  

R0504 吉野川橋梁 よしのがわ 徳島 徳島市  JR高徳線 吉野川 1935 950.6 単線  

               連続トラス l＝4ｘ（3@71.2） トラス l＝（1+1）ｘ45.3 

R0505 四国三郎橋  しこくさぶろう 徳島 徳島市  県道 41 号 吉野川 1998 910.5 9+2@2.5  

            鋼斜張橋 l＝82.5+160+82.5 鋼箱桁 l＝82 鋼連続箱桁 l＝4ｘ  

R0506 名田橋  なだ  徳島 徳島市・藍住町 県道 1 号 吉野川 1963 800 8  

                PC有ヒンジラーメン箱桁 l＝50+10@70+50 

R0507 六条橋  ろくじょう 徳島 石井町・上板町   吉野川 1954 532 4 ＲＣ潜水橋  

R0508 六条大橋    徳島      吉野川 1970 680 7.5 連続鈑桁 ｌ＝56.7 ｎ＝4ｘ3@ 

R0509 高瀬橋    徳島 石井町・上板町 県道 15 号 吉野川 1999    

               潜水橋ＰＣスラブ橋 ｎ＝8 ＲＣスラブ橋 ｎ＝73  

R0510 一条南橋    徳島 吉野川市・吉野町 県道 235号 吉野川 1954 123 3.6 ＲＣスラブ橋 ｎ＝39 

R0511 一条北南橋   徳島      吉野川 1955 123 3.6 ＲＣスラブ潜水橋 ｎ＝7 

R0512 西条大橋    さいじょうおお 徳島 吉野川市・吉野町 県道 235号 吉野川 2004 734 2 車 鋼ローゼ 連続鈑桁 n＝（8+2） 

R0513 中央橋    徳島 吉野川市・吉野町   吉野川   源太の渡し 

R0514 記念吉野川中央橋  徳島      吉野川 1928 北側 Ｌ＝101 南側 Ｌ＝180  木造潜水橋 

R0515 阿波中央橋  あわちゅうおう 徳島 国道 318 号    吉野川 1953 820.6 6  

              トラス ｌ＝57.1 ｎ＝13 親柱はイサムノグチのデザイン 

R0516 大野島橋    徳島 市場町  県道 237号 吉野川 1952 228 3 ＲＣスラブ 潜水橋 ｎ＝38 

R0517 川島橋  かわしま 徳島 吉野川市・市場町 県道 2 号 吉野川 1962 285.2 3 ＲＣスラブ潜水橋 ｎ＝26 

R0518 千田橋  せんだ 徳島 市場町  県道 2 号 吉野川 1964 228  ＰＣ潜水橋 計 ｎ＝33  

R0519 香美橋  かがみ 徳島 市場町  県道 125号 吉野川 1954 102 3 ＲＣ橋 潜水橋 ｎ＝20 

R0520 学島橋  がくしま 徳島 吉野川市・市場町 県道 125号 吉野川 1955 240 3 ＲＣスラブ潜水橋 

R0521 学北橋    徳島      吉野川 1961 36 3 ＲＣスラブ橋 潜水橋 ｎ＝6 

R0522 阿波麻植大橋 あわおえおお 徳島 吉野川市・市場町 県道 125号 吉野川 1981 1084- 6.5+2@0.75 連続トラス l＝5ｘ3@71.92 

R0523 瀬詰橋    徳島 吉野川市阿波町   吉野川 1955 90 3.6 木桁 潜水橋 

R0524 瀬詰大橋  せずめおお 徳島      吉野川 1966 589.4 7  

           連続合成逆台形箱桁 ｌ＝3ｘ（3@54） 合成逆台形箱桁 ｌ＝（1+1）ｘ49.9 

R0525 岩津橋  いわづ 徳島 吉野川市・阿波町 県道 139号 吉野川 1993 175 775+2.5 鋼斜張橋 l＝ RC塔 

R0526 穴吹橋  あなぶき 徳島 穴吹町・脇町 国道 193号 吉野川 1990 533 8+2.5 鋼連続箱桁 l＝（4+3）ｘ75.8 

R0527 ふれあい橋   徳島 穴吹町・脇町   吉野川 1992 499.5 3  

             PC有ヒンジラーメン箱桁 n＝4 PCT ラーメン箱桁 n＝2 

R0528 （旧）穴吹橋 あなぶき 徳島 穴吹町・脇町   吉野川 1928 416.4 5.5  

           ゲルバートラス l＝36.57+73.15+36.57 ゲルバー鈑桁 l＝12@18+3@15 

R0529 脇町潜水橋   徳島 穴吹町・脇町 県道 199号 吉野川 1961 207 3.6  

               潜水橋 ＰＣスラブ橋 ｎ＝5 ＲＣスラブ橋 ｎ＝21 

R0530 小島橋  おしま  徳島 美馬市    吉野川 1992 436 7.75+2.5  鋼連続箱桁 ｌ＝72.5 ｎ＝2ｘ3 

R0531 美馬中央橋   みまちゅおう 徳島 つるぎ町・美馬市   吉野川 1987 557 7.75+2   PC連続箱桁 n＝8 ＰＣ橋 n＝2 

R0532 美馬橋  みま  徳島 つるぎ町・美馬市 国道 438号 吉野川 1958 417.7 6  

             鋼ランガートラス l＝3ｘ62.16 上路トラス l＝（5+1）ｘ37，2 

R0533 青石橋  あおいし 徳島 つるぎ町・美馬市   吉野川 1983 520 7.75+2 PC連続箱桁 l＝65+5@78+65 

R0534 興亜橋    徳島 三加茂町・三野町   吉野川 1940   船橋 

R0535 東三好橋    ひがしみよし 徳島    県道 262号 吉野川 1970 373.5 6.5+2@0.75 連続トラス n＝3@+2@ 

R0536 角の浦大橋 すみのうら 徳島 三加茂町・三野町 県道 264号 吉野川 2004 445 6+2@3 鋼ローゼ n＝2 鈑桁 

R0537 三三大橋    さんさんおお 徳島 三加茂町・三好町   吉野川 1990 559｡7 7.5+2.5  

             鋼連続箱桁 l＝（4+3）ｘ73.6 PC桁 l＝30.2 ＰＣ橋 l＝14.5 

R0538 美濃田大橋 みのだおお 徳島 井川町・三好町   吉野川 1959 184 3.6  

              吊橋 ｌ＝138.8 鋼トラス補剛 ＲＣ塔 ＲＣ床版橋 ｎ＝3+2  

R0539 吉野川橋  よしのがわ 徳島 井川町・三好町 徳島自動車道 吉野川 1999 852.5 8.5  

             鋼連続箱桁 ｌ＝109+153+190+150 連続鈑桁 ｌ≒41 ｎ＝6  

R0540 吉野川橋梁 よしのがわ 徳島 井川町・三好町 JR土讃線 吉野川 1929 ≒572 単線  

              ワ－レントラス ｌ＝4ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝（3+13）ｘ19.2+1ｘ8.9 

R0541 三好大橋  みよしおお 徳島 井川町・池田町 国道 32 号 吉野川 1958 236.4 6 ゲルバートラス l=53.5+2@64.2+53.5 



 ７ 

R0542 四国中央橋   徳島 井川町・池田町 国道 33 号 吉野川 2003 548 8.5+3 連続合成鈑桁 

R0543 池田ダム    徳島      吉野川 1975 252 7 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ28 

R0544 敷之上橋  しきのうえ 徳島 池田町    吉野川 1974 192.1 歩道 1.5  

      吊橋 ｌ＝160.6 単径間 無補剛 グレイチング床版 鋼塔 耐風索 両側径間はＨ型桁橋 ｌ＝（17.5）+（14）  

R0545 池田へそっこ大橋  徳島 池田町 徳島自動車道 吉野川 2000 705 9  

           RC上路バランスドランガー橋 l＝135+200+160 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝130+80 

R0546 池田大橋  いけだおお 徳島 池田町  国道 32 号 吉野川 1976 294 7.5+2@2  

           上路連続トラス ｌ＝2@90 合成鈑桁 ｌ＝33.7+12.7 合成箱桁 ｌ＝51.6 

R0547 三好橋  みよし 徳島 池田町    吉野川 1989 243.5  鋼上路ローゼトラス l＝128 

R0548 第一吉野川橋梁 よしのがわ 徳島 西祖谷村・山城町 JR土讃線 吉野川 1935 ≒174 単線  

               トラス ｌ＝1ｘ77.5 鈑桁 ｌ＝（16+2ｘ22.3）+（31.5） 

R0549 大川橋  おおかわ 徳島 池田町・山城町    吉野川 1935 150 3  

               吊橋 ｌ＝123.7 n＝3 鉄トラス補剛 木床 ＲＣ塔 

R0550 柿野尾橋    徳島 池田町・山城町   吉野川 1934   吊橋 ＲＣ塔  

R0551 祖谷口橋  いやぐち 徳島 池田町・山城町   吉野川 1973 230 6*2@0.75  

                 鋼ニールセンローゼ ｌ＝2ｘ113.9 

R0552 赤川橋    徳島 池田町・山城町   吉野川 1975 ≒100 歩道 吊橋 無補剛 鋼塔 

R0553 国政橋  くにまさ 徳島 池田町・山城町   吉野川 1976 100.6 歩道 吊橋 n＝1 無補剛 

R0554 国見山橋  くにみやま 徳島 池田町・山城町 国見山林道 吉野川 1989 152 5+1.5 鋼連続箱桁 ｌ＝81+71 

R0555 第二吉野川橋梁 よしのがわ 徳島 池田町・山城町 JR土讃線 吉野川 1935 250 単線  

             ワ－レントラス ｌ＝77.5 ｎ＝1 鈑桁 ｌ＝7ｘ19.2+1ｘ16+1ｘ16  

R0556 大歩危橋  おおぼけ 徳島 西祖谷村・山城町   吉野川 1973 165 6+2@0.75  

                鋼中路ローゼ桁 l＝136 合成鈑桁 l＝30 

R0557 大歩危橋  おおぼけ 徳島 西祖谷村・山城町   吉野川 1934 113 3.6 吊橋 鋼補剛トラス 木床 

R0580 津田橋  つだ  徳島 徳島市  県道 120号 園瀬川 1938 113.6 8 ＲＣ桁 ｌ＝10.9 ｎ＝9 

R0581 大野大橋    徳島 徳島市    園瀬川    鈑桁 

R0582 大野橋    徳島 徳島市  国道 55 号 園瀬川    桁橋 

R0583 ？     徳島 徳島市    園瀬川    潜水橋 

R0584 園瀬川橋梁   徳島 徳島市  国鉄牟岐線 園瀬川     

R0585 法華橋    徳島 徳島市    園瀬川 1938 33.3 5.5 ＲＣ橋 ｌ＝18 ｎ＝3 

R0586 法花大橋  ほっけおお 徳島 徳島市  県道 136号 園瀬川 1934 85 5.4 ＲＣ橋 ｌ＝8.8  

R0587 晒屋橋    徳島 徳島市    園瀬川 1960 38 2.2 永久橋  

R0588 向寺山橋    徳島 徳島市    園瀬川 1934 38 1.8 潜水橋 

R0589 文化の森橋   徳島 徳島市    園瀬川    鈑桁 

R0590 園瀬橋    徳島 徳島市  国道 438号 園瀬川 1972 113.7 14.8 桁橋  

R0591 寺山橋    徳島 徳島市    園瀬川 1932 42 1.6 潜水橋 

R0592 川北東橋    徳島 徳島市    園瀬川    潜水橋 

R0593 川北西橋    徳島 徳島市    園瀬川    潜水橋 

R0594 西光寺橋    徳島 徳島市  県道 208号 園瀬川     

R0595 鶴熊橋    徳島 徳島市    園瀬川    潜水橋 

R0596 色面橋    徳島 徳島市    園瀬川    潜水橋 

R0597 花房橋    徳島 徳島市    園瀬川     

R0598 西地橋    徳島 徳島市  国道 408号 園瀬川 2005   PC桁 n＝2 

R0599 園瀬橋    徳島 佐那河内村    園瀬川 1891    

R0600 安原橋    徳島 佐那河内村    園瀬川    潜水橋 

R0601 尾境橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0602 落合橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0603 御所橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0604 黒松橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0605 中央橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0606 ？     徳島 佐那河内村  国道 438号 園瀬川     

R0607 井関橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0608 出合橋    徳島 佐那河内村    園瀬川     

R0609 ？     徳島 佐那河内村  国道 438号 園瀬川     

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

 

 

 


