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FR37:川を渡る橋・香川県 
 

 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 土器川大橋  どきがわおお 香川 丸亀市    さぬき浜街道 土器川     

R0002 土器川橋  どきがわ 香川 丸亀市    土器川 1936 81 6.5  

                ＲＣゲルバー桁 ｌ＝14.1+17+18.4+17+14.1 

R0003 土器川橋梁 どきがわ 香川 丸亀市  JR予讃線 土器川 1954  単線  Ｌ＝51 鈑桁  

R0004 土器川橋梁 どきがわ 香川 丸亀市   琴平参宮電鉄 土器川 1928 101 単線 廃線 

R0005 蓬莱橋  ほうらい 香川 丸亀市  県道 33号 土器川 1966 148.2 2ｘ 上下分離 合成鈑桁 ｎ＝6 

R0006 丸亀橋    香川 丸亀市  県道  土器川 1986 131.1 12 連続鈑桁 ｎ＝4  

R0007 丸亀大橋    香川 丸亀市  国道 11号 土器川     

R0008 平成大橋    香川 丸亀市  県道 194号 土器川     

R0009 土器川橋梁   香川 丸亀市   琴平急行電鉄 土器川 1930  単線 廃線 

R0010 土器川橋  どきがわ 香川 丸亀市   高松自動車道 土器川     

R0011 高柳橋    香川 丸亀市  県道 18号 土器川 1957 150.8 8.5 ＰＣＴ桁 ｎ＝6 

R0012 中方橋  なかかた 香川 丸亀市  県道 22号 土器川 1970 316 6.5+1.5  

                 鈑桁 ｌ＝16+2@17+12@18+2@17+16 

R0013 垂水橋    香川 丸亀市  県道 47号 土器川 1962 197.9 6 合成鈑桁 ｎ＝8 

R0014 乙井大橋    香川 まんのう町  県道 46号 土器川 1937 251.4  単純鈑桁 ｎ＝7 

R0015 祓川橋梁（土器川橋梁） はらいがわ 香川 まんのう町 高松琴平電鉄 土器川 1927 ≒230 単線 鈑桁 ｎ＝16 

R0016 祓川橋  はらいがわ 香川 まんのう町  国道 32号 土器川 1936 218.3 6.5  

               ＲＣゲルバーラ－メン橋 ｌ＝15.2+11@17+15.2 

R0017 満濃大橋    香川 まんのう町  県道 197号 土器川 1969 183 8 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ25.6 

R0018 長炭橋    香川 まんのう町  県道 190号 土器川 1962 135.1 6 PＣＴ桁 ｎ＝7 

R0019 常包橋  つねかね 香川 まんのう町  国道 438号 土器川  70 5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16 ｎ＝3 

R0020 炭所大橋    すみしょおお 香川 まんのう町  国道 438号 土器川 1995 150 7.25+2.5 鋼連続箱桁 l=2@73.8 

R0021 平野橋    香川 まんのう町    土器川     

R0022 御用橋    香川 まんのう町  県道 17号 土器川 1965 99.9 5.5 ＰＣ桁 ｎ＝6 

R0023 天川高橋    香川 まんのう町    土器川     

R0024 地下清橋    香川 まんのう町    土器川     

R0025 木戸    香川 まんのう町    土器川     

R0026 北江橋    香川 まんのう町    土器川     

R0027 矢渡橋  やわたり 香川 まんのう町    土器川    板橋 

R0028 滝山橋  たきやま 香川 まんのう町  県道 39号 土器川 1971 47 6.5 鋼π型ラーメン橋 

R0029 犬の馬場橋 いぬのばば 香川 まんのう町  国道 438号 土器川 1978- 42 4 上下平行して架設 鋼方杖橋ｌ＝42  

R0030 名真橋    香川 まんのう町    土器川     

R0031 勝川橋    香川 まんのう町  国道 438号 土器川  90  鈑桁 n＝2 

R0032 落合橋  おちあい 香川 まんのう町  国道 438号 土器川 1991 91.4 8 鋼連続箱桁 l＝2@45.2 

R0033 半坂橋    香川 まんのう町    土器川  19   

R0034 勝浦橋  かつうら 香川 まんのう町(琴南町) 県道 108号 土器川 1950 21.8 4.5 ＲＣ2 ヒンジアーチ 

R0035 中の宮橋    香川      土器川 1936    

R0040 郷東大橋    香川 高松市  県道 16 香東川  172 4車 PCT桁 n＝5 

R0041 香東川橋梁 ごうとうがわ 香川 高松市  JR予讃線 香東川 1897  2x単線 鈑桁 

R0042 郷東橋  ごうとう 香川 高松市  県道 33号 香東川 2002 323.5  鋼連続箱桁  

R0043 水道橋    香川 高松市    香東川     

R0044 御殿橋  ごてん 香川 高松市    香東川 1952   ＲＣ橋  

R0045 ？     香川 高松市   高松自動車道 香東川     

R0046 中森大橋    香川 高松市  国道 11号 香東川     

R0047 中森橋  なかもり 香川 高松市  県道  香東川 1963 148.6 6 PCT桁 n＝6 

R0048 成合橋  なりあい 香川 高松市（一宮村）  県道 282号 香東川 1938 186- 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16+7@22+16 

R0049 成合大橋    香川 高松市  国道 32号 香東川     

R0050 香東大橋    香川 高松市  県道 12号 香東川  161.8  鈑桁 ｎ＝6 

R0051 円座橋  えんざ 香川 高松市    香東川 1927 120（202?） 5.5 ＲＣ桁 ｎ＝21 

R0052 香東川橋梁   香川 高松市  琴電  香東川 1926 ≒205 単線 鈑桁 n＝15 

R0053 川部橋（河辺橋） かわなべ 香川 高松市  県道 170号 香東川 1961 207.9 6 連続合成鈑桁 ｌ＝3ｘ（3@22.95） 

R0054 城渡橋    香川 高松市  県道  香東川 1963 197.9(121?) 6 ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0055 新岩崎橋    香川 高松市  国道 193号 香東川  148  鋼箱桁 n＝3 

R0056 広瀬橋    香川 高松市    香東川 1899 36 3.6 木橋  

R0057 岩崎橋  いわさき 香川 高松市  国道 193号 香東川 1954 110 8 ＲＣ連続桁  

R0058 岩崎橋    香川 高松市  自転車道 香東川     

R0059 鮎滝橋    香川 高松市    香東川     

R0060 関橋    香川 高松市    香東川     

R0061 南川橋    香川 高松市    香東川     
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R0062 松風橋  まつかぜ 香川 高松市    香東川 1958 ≒30 1.4 吊橋 鋼トラス補剛 木床  

R0063 観月橋  かんげつ 香川 高松市  県道 43号 香東川 1993 44.4 7.5+2.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝2ｘ21.6  

R0064 西谷橋    香川 高松市  国道 193号 香東川 1955 14.6 7.5  

R0065 中の吊橋    香川 高松市    香東川     

R0066 岩部橋  いわぶ 香川 高松市  国道 193号 香東川 1978 48 9.25 鋼箱桁 

R0067 塩江橋  しおのえ 香川 高松市  県道 7号 香東川 1988 31.3 7.25+2 ＲＣオ－プンアーチ ｌ＝26.4  

R0068 行基橋    香川 高松市    香東川     

R0069 つきみ橋    香川 高松市    香東川    

R0070 温泉橋    香川 高松市    香東川 1937 23 3.6 ＲＣ橋  

R0071 落合橋    香川 高松市  県道 106号 香東川 1957 22 5.5 ＲＣスラブ橋 ｎ＝2 

R0072 新落合橋    香川 高松市  国道 193号 香東川  110  鋼箱桁 n＝2 

R0073 柞野橋    香川 高松市  国道 193号 香東川 1966 34.6 7.1 ＲＣスラブ橋 ｎ＝2 

R0074 ？     香川 高松市  県道 42号 香東川     

R0075 堂野橋    香川 塩江町    香東川 1927  5.5 木造トラス ｌ＝10.8+12.8+10.8 

R0076 第一香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 自転車道とする 

R0077 第二香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 自転車道とする 

R0078 第三香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 廃線 

R0079 第四香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 廃線 

R0080 第五香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 廃線 

R0081 第六香東川橋   香川 塩江町   塩江温泉鉄道 香東川 1929  単線 廃線 

R0100 湊川下橋    香川 東かがわ市  県道 122号 湊川     

R0101 湊川橋梁    香川 東かがわ市     国鉄高徳線 湊川  1928  単線  

R0102 湊川橋    香川 東かがわ市    湊川  1961   鈑桁 

R0103 湊大橋    香川 東かがわ市  国道 11号 湊川     

R0104 十光寺橋    香川 東かがわ市    湊川     

R0105 寺前橋    香川 東かがわ市    湊川  1952 58 4  

R0106 神越橋    香川 東かがわ市    湊川     

R0107 ？     香川     高松自動車道 湊川  2001    

R0108 藤井橋  ふじい 香川 東かがわ市  国道 318号 湊川  1970 90 6.5+1 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ29.3  

R0109 笠屋橋    香川 東かがわ市    湊川  1966 72 3  

R0110 馬目崎橋    香川 東かがわ市    湊川  1952 29 5  

R0111 ？     香川 東かがわ市  県道 40号 湊川     

R0120 本津川大橋   香川 高松市  県道 16号 本津川     

R0121 香西橋    香川 高松市  県道 16号 本津川 1954 56.7  ＲＣＴ桁 ｎ＝3 

R0122 香西新橋  こうざいしん 香川 高松市  県道 33号 本津川 1994 64 11+2@3.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝2ｘ31.2  

R0123 本津川橋梁   香川 高松市  ＪＲ予讃線 本津川 1967 49.9 複線 ＰＣ下路桁 ｌ＝2ｘ24.4 

R0124 本津川新橋   香川 高松市    本津川     

R0125 本津川橋  ほんづがわ 香川 高松市  県道 175号 本津川 1958 50.5  ＲＣゲルバー桁橋 ｎ＝3 

R0126 永代橋    香川 高松市    本津川     

R0127 阿弥陀橋    香川 高松市    本津川     

R0128 久保橋    香川 高松市    本津川     

R0129 落合橋    香川 高松市  県道 177号 本津川 1932 17.3 5.5 ＲＣ連続桁 ｌ＝8 ｎ＝2 

R0130 衣掛東橋    香川 高松市    本津川     

R0131 衣掛橋    香川 高松市    本津川     

R0132 衣掛池南橋   香川 高松市    本津川     

R0133 香陵橋    香川 高松市  県道 171号 本津川     

R0134 新本津川橋   香川 高松市  国道 11号 本津川     

R0135 狭箱橋    香川 高松市    本津川     

R0136 小万灯新橋   香川 高松市    本津川     

R0137 小万灯橋    香川 高松市    本津川     

R0138 新本村橋    香川 高松市    本津川     

R0139 万灯橋    香川 高松市    本津川     

R0140 さわやか橋   香川 高松市    本津川     

R0141 学校橋    香川 高松市    本津川     

R0142 中央大橋    香川 高松市  県道 39号 本津川     

R0143 新名橋    香川 高松市    本津川     

R0144 川向橋    香川 高松市    本津川     

R0145 川辺橋    香川 高松市    本津川     

R0146 山内橋    香川 高松市    本津川     

R0147 日名代新橋   香川 高松市    本津川     

R0148 国分寺高架橋   香川 高松市   高松自動車道 本津川     

R0149 日名代橋    香川 高松市    本津川     

R0150 綾田橋    香川 高松市    本津川     

R0151 中通橋    香川 高松市    本津川     

R0152 福家高架橋   香川 高松市  国道 32号 本津川     

R0153 中津橋    香川 高松市    本津川     

R0154 相生橋    香川 高松市  県道 39 本津川     

R0155 本津川橋梁 ほんづがわ 香川 高松市  琴電琴平線 本津川 1926  単線 鈑桁 
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R0156 向坂橋    香川 高松市・綾川町 県道 39 本津川     

R0157 向山橋    香川 綾川町    本津川     

R0170 屋島新橋    香川 高松市    新川     

R0171 新川橋梁    香川 高松市  琴電志度線 新川     

R0172 新川大橋    香川 高松市  国道 11号 新川  1992 101.2 8+2@2.5  連続鈑桁 ｎ＝4  

R0173 新川橋  しんかわ 香川 高松市  県道 155号 新川  1937 58 9 ＲＣゲルバー桁橋  

R0174 新川橋梁    香川 高松市  国鉄高徳線 新川  1925  単線 永久橋  

R0175 新川南橋    香川 高松市    新川  1927 64 2.1  

R0176 新川新橋    香川 高松市    新川     

R0177 東山崎橋    香川 高松市    新川     

R0178 山崎橋    香川 高松市    新川     

R0179 勘定橋    香川 高松市    新川     

R0180 ふれあい橋   香川    国道 11号 新川     

R0181 ふれあい橋   香川 高松市   高松自動車道 新川  2001    

R0182 昭和橋    香川 高松市    新川     

R0183 高田橋    香川 高松市  県道 30号 新川  1963 52.1  ＰＣスラブ橋 ｎ＝4 

R0184 金崎橋    香川 高松市    新川     

R0185 高屋橋    香川 三木町    新川  1964 33.4 6  

R0186 桃ノ木橋    香川 三木町    新川     

R0187 万吉橋  まんきち 香川 三木町    新川  1923 32.7 3.5 木桁橋 

R0188 大宮橋    香川    県道 42号 新川     再架 大宮橋となる。 

R0189 高野橋    香川 三木町  県道 38号 新川  1981 53.5  プレビーム ｎ＝2  

R0190 住吉橋    香川 三木町  県道 38号 新川     

R0191 新川橋梁  しんかわ 香川 三木町  琴電長尾線 新川  1945   改軌（1067→1435） 

R0193 平木橋  ひらぎ 香川 三木町    新川  1937 47.3 6.5  

               ＲＣ桁 ｌ＝10 ｎ＝5 1912 年の橋に平行して架設  

R0194 福万大橋    香川 三木町  県道 10号 新川     

R0195 氷上橋    香川 三木町    新川  1954 24.4   

R0196 中川橋    香川 三木町    新川     

R0197 鍛冶大橋    香川 三木町    新川     

R0198 四条大橋    香川 三木町  県道 13号 新川     

R0199 和爾賀波橋   香川 三木町    新川  1932 27.2 4.5  

R0200 新川新橋    香川 三木町  県道 279号 新川     

R0201 ?     香川 三木町  県道 148号 新川     

R0202 鹿庭橋    香川 三木町    新川  1960 12.6 6  

R0203 ?     香川 三木町  県道 148号 新川     

R0220 屋島大橋    香川 高松市    春日川     

R0221 新春日川橋梁   香川 高松市  琴電志度線 春日川 1911  単線 Ｉ型桁 

R0222 新春日川橋   香川 高松市  国道 11号 春日川     

R0223 春日川橋 かすががわ 香川 高松市   県道 155号 春日川 1937 90.8 9 ＲＣ連続桁 ｌ＝4ｘ（2@11.25） 

R0224 春日川橋梁 かすががわ 香川 高松市  国鉄高徳線 春日川 1925 137.8 単線 鈑桁 

R0225 元山橋    香川 高松市    春日川 1893 53 3.6 木橋  

R0226 川添橋  かわぞえ 香川 高松市  県道 10号 春日川 1986 54.8  架け替え ＰＣＴ桁橋 ｎ＝2  

R0227 春日川橋梁 かすががわ 香川 高松市  琴電長尾線 春日川 1945  単線  下路鈑桁 n＝3 

R0228 春日川新橋   香川    国道 11号 春日川     

R0229 春日川新橋   香川 高松市   高松自動車道 春日川 2001    

R0230 川東橋    香川 高松市    春日川     

R0231 六条橋    香川 高松市  県道 147号 春日川 1957 48 6 ＰＣＴ桁 ｎ＝3  

R0232 川久保橋    香川 高松市    春日川     

R0233 切戸橋    香川 高松市    春日川     

R0234 川島橋    香川 高松市  県道 12号 春日川     

R0235 坂元橋    香川 高松市    春日川 1954 40 3  

R0236 池田橋    香川 高松市    春日川     

R0237 上春日川橋   香川 高松市  県道 13号 春日川     

R0238 稗田橋    香川 高松市    春日川     

R0239 川北橋    香川 高松市    春日川     

R0240 大亀橋  おおかめ 香川      春日川 1930 21  ＲＣ桁 ｌ＝11.3 ｎ＝3 

R0241 大亀新橋    香川 高松市  県道 13号 春日川     

R0242 御神燈橋    香川 高松市    春日川     

R0243 西岡橋    香川 高松市  県道 43号 春日川     

R0244 落神橋    香川 高松市  県道 13号 春日川     

R0245 神内橋    香川 高松市  県道 43号 春日川     

R0246 ？     香川 高松市  県道 43号 春日川     

R0260 新琴弾橋    香川 観音寺市    財田川     

R0261 琴弾橋    香川 観音寺市    財田川     

R0262 参賀橋    香川 観音寺市    財田川 1848   3径間木造太鼓橋  

R0263 三架橋  さんか 香川 観音寺市    財田川 1909   太鼓橋 

R0264 三架橋    香川 観音寺市  県道 21号 財田川 1935 93.1 6 ＲＣ下路タイドア－チ ｆ＝5.5 ｌ＝3ｘ30 
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R0265 染川橋    香川 観音寺市    財田川     

R0266 大小路橋    香川 観音寺市    財田川     

R0267 稲積橋  いなづみ 香川 観音寺市  県道 236号 財田川 1967 121.7 7 連続鈑桁 ｌ＝37.5+46.8+37.5 

R0268 鹿隈橋  かなくま 香川 観音寺市    財田川 1967 "130,7" 4.3 ＲＣ中空床版橋  

R0269 財田川橋    香川 三豊市  JR予讃線 財田川 1913  単線  鈑桁 

R0270 本山寺橋  もとやまじ 香川 三豊市・観音寺市   財田川 1965 164 5 ＲＣ桁（ＰＣ桁？）  

R0271 本山橋  もとやま 香川 三豊市・観音寺市 国道 11号 財田川 1953 180 7.5 ＲＣゲルバー桁  

R0272 ？     香川 三豊市・観音寺市 高松自動車道 財田川 1987    

R0273 江藤橋    香川 三豊市・観音寺市 県道 24号 財田川 1963 94.8 6 ＰＣＴ桁 ｎ＝6 

R0274 西光寺橋    香川 三豊市    財田川     

R0275 祇園橋    香川 三豊市    財田川 1967 140 6 ＰＣ箱桁 ｌ＝5ｘ28 

R0276 樋盟橋    香川 三豊市  県道 226号 財田川 1962 66.1  ＲＣＴ桁 ｎ＝3 

R0277 長瀬橋  ながせ 香川 三豊市  国道 377号 財田川 1935 70 5.1 ＲＣ橋 ｌ＝10 ｎ＝7 

R0278 財田中橋    香川 三豊市    財田川 1940    

R0279 北野大橋    香川 三豊市    財田川     

R0280 我久橋    香川 三豊市    財田川     

R0281 万福寺橋    香川 三豊市    財田川     

R0282 財田橋    香川      財田川 1960   永久橋  

R0283 三の瀬橋  さんのせ 香川 三豊市    財田川 1959 60 2 木桁橋 

R0284 新三の瀬橋   香川 三豊市    財田川     

R0285 正宗橋    香川 三豊市  県道 218号 財田川 1978 46.7  ＰＣスラブ橋 ｎ＝3  

R0286 阿須渡橋    香川 三豊市    財田川     

R0287 ？     香川 三豊市  国道 32号 財田川     

R0288 黒川橋    香川 三豊市  県道 202号 財田川 1957 22.2  鈑桁 

R0289 山脇橋    香川 まんのう町    財田川     

R0290 財田川橋  さいたがわ 香川 まんのう町    ＪＲ土讃線讃 財田川 1923 ≒98 単線  鈑桁 ｌ＝5ｘ19.2 

R0291 宮前橋    香川 まんのう町    財田川     

R0292 本目橋    香川 まんのう町    財田川     

R0293 道徳寺橋    香川 まんのう町    財田川     

R0294 塩入橋    香川 まんのう町    財田川 1963 20.7  ＰＣ橋 

R0295 野口ダム  のぐち 香川      財田川 1966   Ｈ＝35 重力式 香川県 

R0310 新松島橋    香川 高松市    御坊川     

R0311 下千代橋    香川 高松市  国道 11号 御坊川     

R0312 千代橋    香川 高松市    御坊川 1879 18 4.5 石橋 

R0313 多賀橋    香川 高松市  県道 10号 御坊川 1964 37  ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0314 観光橋  かんこう 香川 高松市  県道 155号 御坊川 1934 25  ＲＣ桁 ｌ＝9.5 ｎ＝3 

R0315 御坊川橋    香川 高松市  県道 43号 御坊川 1978 28.3  鋼箱桁 

R0316 御坊川橋梁 ごぼがわ 香川 高松市  琴電長尾線 御坊川 1912  単線 下路鈑桁 

R0317 御坊川橋梁   香川 高松市  国鉄高徳線 御坊川 1925  単線 鈑桁 

R0318 楠上橋    香川 高松市    御坊川     

R0319 御坊川新橋   香川 高松市    御坊川     

R0320 楠川橋    香川 高松市  県道 163号 御坊川     

R0321 三条橋    香川 高松市    御坊川     

R0322 御坊川橋梁   香川 高松市  琴電琴平線 御坊川 1926 ≒22 単線 Ｉ型桁 l＝6.1 n＝3 

R0323 二ツ橋    香川 高松市  県道 280号 御坊川     

R0324 佃橋    香川 高松市    御坊川     

R0325 新御坊川橋   香川 高松市  国道 11号 御坊川     

R0326 紙町中央橋   香川 高松市    御坊川     

R0327 鶴尾橋    香川 高松市    御坊川     

R0328 ?     香川 高松市  国道 11号 御坊川     

R0329 ?     香川 高松市   高松自動車道 御坊川 2003    

R0340 新川尻橋    香川 坂出市  県道 186号 綾川   142 2ｘ PCT桁 n＝4 

R0341 川尻橋    香川 坂出市    綾川  1936 110 3.6  

R0342 雲井橋  くもい  香川 坂出市    綾川  1955 110 6 ＲＣ橋  

R0343 新雲井橋  しんくもい 香川 坂出市  県道 16号 綾川  1979 94.2 9+2@3.5 PCT 桁 l＝4ｘ22.8 

R0344 長命寺橋    ちょうみょうじ 香川 坂出市    綾川  1954 98 4.2 ＲＣゲルバー桁  

R0345 新綾川橋    香川 坂出市  国道 11号 綾川     

R0346 綾川橋    香川 坂出市  県道 180号 綾川  1963 83 5 ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0347 鴨川新橋    香川 坂出市  県道 187号 綾川  1968 112.5 7.5+1.5  

                連続鈑桁 ｌ＝15.25+25+32+25+15.25 

R0348 綾坂橋    香川 坂出市    綾川     

R0349 綾川大橋   あやがわおお 香川 坂出市  県道 33号 綾川  1956 119 8 合成鈑桁 ｎ＝6 

R0350 綾川橋梁    香川 坂出市  JR予讃線 綾川  1968 110.6 複線  

                ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ21.9 ＰＣスラブ橋 ｌ＝1ｘ18.9 

R0351 城山橋    香川 坂出市    綾川     

R0352 石井橋    香川 坂出市  県道 18号 綾川  1938 84.1  ＲＣＴ型橋 ｎ＝4 

R0353 府中ダム    香川 坂出市    綾川  1966   Ｈ＝27.5 Ｌ＝131 

R0354 府中湖大橋   香川 坂出市    綾川     



 ５ 

R0355 さぬき府中湖橋   香川 坂出市   高松自動車道 綾川     

R0356 綾南橋    香川 綾川町  県道 184号 綾川     

R0357 新滝宮橋    香川 綾川町  国道 32号 綾川     

R0358 ？     香川 綾川町  自転車道 綾川     

R0359 安益橋  あや  香川      綾川  1883 44 3.6 木橋  

R0360 滝宮橋  たきのみや 香川    県道 282号 綾川  1933 91.5 5.5  

            ＲＣ連続オ－プンア－チ ｆ＝6 ｌ＝3@22.5 ＲＣ桁 ｌ＝（1+1）ｘ11.5  

R0361 綾川橋梁    香川 綾川町  琴電  綾川  1927 ≒46 単線 鈑桁 ｎ＝3 

R0362 宮武橋  みやたけ 香川 綾川町    綾川  1965 82.1 3.6 ＲＣ橋 ｎ＝12 

R0363 桶田橋    香川 綾川町    綾川     

R0364 御山大橋    香川 綾川町  県道 278号 綾川   156  鈑桁 n＝6 

R0365 一本松橋    いっぽんまつ 香川 綾川町  県道 185号 綾川  1954 176.5 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.4+7@20.5+16.4 

R0366 綾上橋    香川 綾川町  国道 377号 綾川   140.1  鈑桁 n＝5 

R0367 長田橋    香川 綾川町    綾川  1919   桁橋 

R0368 天神橋    香川 綾川町    綾川  1966    

R0369 山田新橋    香川 綾川町  国道 377号 綾川   60.1  ＲＣＴ桁 ｎ＝2 

R0370 綾川橋    香川 （山田村）    綾川  1904 25.2 2  

R0371 川北橋    香川 （綾上町）     綾川  1904    

R0372 山田橋  やまだ 香川 綾川町  県道 182号 綾川  1938 37.9 4.5 ＲＣ連続桁 ｎ＝3  

R0373 城下橋    香川 綾川町    綾川     

R0374 空港西大橋   香川 綾川町  県道  綾川     

R0375 栗原橋    香川 綾川町  国道 377号 綾川  1950 32  ＲＣスラブ橋 ｎ＝2  

R0376 宮地橋     香川 綾川町    綾川       木橋 

R0377 平成橋    香川 綾川町  長柄農免道 綾川     

R0378 長柄ダム  ながら 香川 綾川町    綾川  1953   Ｈ＝30 Ｌ＝124 

R0379 長柄大橋    香川 綾川町    綾川     

R0380 一つ橋    香川 綾川町    綾川     

R0381 桑内橋    香川 綾川町    綾川     

R0382 新名大橋    香川 綾川町  県道 39号 綾川  1954 26  ＲＣＴ桁 ｎ＝2 

R0383 新名橋    香川 綾川町    綾川     

R0384 上新名橋    香川 綾川町    綾川     

R0385 川添橋    香川 綾川町  県道 167号 綾川     

R0386 小丸橋    香川      綾川     

R0387 ？     香川    林道  綾川     

R0400 詰田川橋    香川 高松市    詰田川     

R0401 新詰田川橋梁   香川 高松市  琴電志度線 詰田川 1911  単線  Ｉ型桁 

R0402 新詰田川橋   香川 高松市  国道 11号 詰田川     

R0403 詰田川橋  つめたがわ 香川    県道 155号 詰田川 1936 30  ＲＣ桁 

R0404 詰田川橋梁   香川 高松市  国鉄高徳線 詰田川 1925    

R0405 札場水門    香川 高松市    詰田川     

R0406 木太大橋    香川 高松市  県道 10号 詰田川     

R0420 中津大橋  なかつおお 香川 丸亀市  県道 21号 金倉川 1988 181.6 2x(7.25+3.5)  

                 PCT桁 l=39.1+39.7+2ｘ34.3+29.7 

R0421 中津川橋梁   香川 丸亀市  JR予讃線 金倉川 1966 ≒53 複線 鈑桁 ｌ＝12.2 ｎ＝4 

R0422 幸橋    香川 丸亀市  県道 21号 金倉川 1929 30.4  ＲＣ桁 ｌ＝10.2 ｎ＝3 

R0423 水門橋  みなと 香川 丸亀市  県道 205号 金倉川  45.5  ＰＣＴ型桁 ｎ＝2  

R0424 健康橋  けんこう 香川 丸亀市  県道 205号 金倉川 1994 50.1 9+2@3.5 ＰＣＴ型桁 l=2x24.3 

R0425 金倉橋    香川 丸亀市    金倉川 1964    

R0426 競技場大橋   香川 丸亀市  国道 11号 金倉川     

R0427 六條橋    香川 善通寺市    金倉川     

R0428 金蔵寺新橋   香川 善通寺市  国道 319号 金倉川 1963   永久橋  

R0429 金蔵寺橋  こんぞうじ 香川 善通寺市    金倉川 1958 43 5.5 ＰＣＴ型桁 

R0430 五條橋    香川 善通寺市  県道 18号 金倉川 1954 43 5 ＲＣＴ桁 ｎ＝3 

R0431 新開橋    香川 善通寺市 高松自動車道ランプ 金倉川     

R0432 金倉川橋    香川 善通寺市   高松自動車道 金倉川     

R0433 善通寺大橋   香川 善通寺市  国道 319号 金倉川     

R0434 龍川橋    香川 善通寺市    金倉川     

R0435 木与上橋    香川 善通寺市  県道 206号 金倉川     

R0436 与北橋  よぎた 香川 善通寺市  県道 22号 金倉川 1932 67 6 ＲＣ桁 ｌ＝9 ｎ＝7 

R0437 櫛梨橋    香川 善通寺市    金倉川     

R0438 象郷橋  ぞうごう 香川 琴平町  県道 47号 金倉川 1974 52.3  鈑桁 ｎ＝3  

R0439 上村橋  かみむら 香川 琴平町・善通寺市   金倉川 1981   永久橋 桁橋 

R0440 深水橋    香川 琴平町・善通寺市   金倉川    土橋 

R0441 木ノ井橋  きのい 香川      金倉川 1988 23.2 3 PC桁 n＝2 

R0442 木備津橋  きびつ 香川 琴平町・善通寺市   金倉川  27 3  

R0443 平松橋    香川 琴平町・善通寺市   金倉川     

R0444 大麻橋  おおあさ 香川 琴平町・善通寺市 国道 319号 金倉川 1974 42.3 3.5 永久橋 

R0445 第一金倉川橋梁   香川 琴平町・善通寺市 ＪＲ土讃線 金倉川 1923 ≒39 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2 
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R0446 昭和橋    香川 琴平町    金倉川 1986 24 5.5 永久橋 桁橋 n=3 

R0447 高藪橋  こうやぶ 香川 琴平町    金倉川 1970   永久橋 桁橋 n＝2 

R0448 大宮橋  おおみや 香川 琴平町  県道 207号 金倉川 1923 28 7.5 ＲＣＴ型桁 ｌ＝8.75+8.5+8.75 

R0449 玄孝橋  げんこう 香川 琴平町    金倉川 1955 37 1.7 ＲＣ橋 

R0450 栄橋  さかえ 香川 琴平町    金倉川 1962   永久橋  

R0451 一之橋  いちの 香川 琴平町    金倉川 1938   永久橋 

R0452 小松橋    香川 琴平町    金倉川 1957 20.2 2.3 永久橋 

R0453 今橋  いま  香川 琴平町  県道 206号 金倉川 1933 23.3 7.2 ＲＣ桁 ｌ＝7.8 ｎ＝3 

R0454 戎橋    香川 琴平町    金倉川  23.6 1.2 廃橋 

R0455 十日屋橋    香川 琴平町    金倉川     

R0456 汐見橋  しおみ 香川      金倉川 1929 22 "5,5" ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0457 人力車橋    香川 琴平町    金倉川 1877   廃橋 

R0458 鞘橋  さや  香川 琴平町    金倉川 1905 27.8 5 屋根付き木桁橋 架橋位置を移動  

R0459 祇園橋  ぎおん 香川 琴平町    金倉川 1934 21.3 2.3 ＲＣ桁橋 ｌ＝7.3 ｎ＝3 

R0460 中川原橋    香川 琴平町    金倉川 1926 27 2.5 桁橋 n＝2 

R0461 川向橋  かわむかい 香川      金倉川 1990 21 3.5 鈑桁 

R0462 東橋  あずま 香川 琴平町    金倉川 1974 28 2 鈑桁 n＝2 

R0463 五條橋  ごじょう 香川 琴平町  国道 319号 金倉川 1965 20 9 鈑桁 

R0464 第二金倉川橋梁   香川 琴平町  ＪＲ土讃線 金倉川 1923 ≒19 単線  中路鈑桁 ｌ＝1ｘ19.2 

R0465 三軒屋橋  さんげんや 香川 琴平町    金倉川     

R0466 雄装軒橋  おそのき 香川      金倉川 1988 27 2.5 桁橋 n＝2 

R0467 ？     香川 満濃町  国道 32号 金倉川     

R0468 出雲橋    香川 満濃町    金倉川     

R0469 久保橋    香川 満濃町    金倉川     

R0470 神野橋    香川 満濃町  県道 4号 金倉川 1964 27.8  プレビーム合成桁 

R0471 岸ノ上橋    香川 満濃町    金倉川     

R0472 吉井橋    香川 満濃町  県道 200 金倉川  26.3  ＰＣＴ型桁 

R0473 高良橋    香川 満濃町    金倉川 1962    

R0474 千代橋    香川 満濃町    金倉川 1967 

R0475 ？     香川 満濃町  県道  金倉川  

R0476 満濃池    香川      金倉川  

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

 

 

 


