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FR47:川を渡る橋・沖縄県 
 

 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 
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fuji27164 天願橋  てんがん 沖縄 うるま市    天願川支流 1935 23 4.8 ＲＣ桁 ｎ＝2  

fuji33981 牧港橋  まきみなと 沖縄 浦添市    牧港川 1953  道路 ＲＣ橋  

fuji09616 ヒヤー川橋   沖縄 宜野湾市    ヒヤー川 1903 5.4 3.6 石橋  

fuji09947 謝名橋    沖縄 宜野湾市    浅原川 1904 5.4 5.4 石橋  

fuji13260 山田橋  やまだ 沖縄 久米島町    菱田川 1914 7.42 4.5 石造アーチ  

fuji10146 加武川橋   沖縄 金武町    加武川 1904 9 0.9 木橋  

fuji09828 漢那橋    沖縄 金武町    漢那川 1903 16 1.5 木橋  

fuji10392 漢那橋    沖縄 金武町    漢那川 1905 16 1.5 木橋  

fuji23454 石川橋    沖縄 金武町    石川湾 1931  道路   

fuji10145 東港橋    沖縄 金武町    東港川 1904 5.4 1.2 木橋  

fuji10391 奥首橋    沖縄 金武町    比嘉川 1905 13 1.8 木橋  

fuji12175 鏡地橋  かがんじ 沖縄 国頭村    比地川 1911  道路   

fuji14931 大井川橋   沖縄 今帰仁村    大井川 1918  道路   

fuji06763 新川橋    沖縄 石垣市    新川 1892 7 2.1 木橋  

fuji00627 大板橋    沖縄 石垣市    大板川 1715 145.5 2.7 木橋  

fuji08618 椎良橋    沖縄 石垣市    椎良川 1899 18 道路 木橋  

fuji08617 通橋    沖縄 石垣市    通川 1 899 42 2.7 木橋  

fuji09196 名蔵橋    沖縄 石垣市    名蔵川 1901 218 2.1 木橋  

fuji32184 名蔵小橋 なぐらこ 沖縄 石垣市    名蔵川 1950 31.1 4.7 ＲＣＴ桁  

fuji44184 名蔵大橋 なぐらおお 沖縄 石垣市    名蔵川 1963  道路 ＲＣ橋  

fuji43171 塩屋大橋 しおやおお 沖縄 大宜味村    塩屋港 1963 307.5 8 鋼ゲルバーランガー桁 ｌ＝36+70+36 

fuji07947 見里橋    沖縄 大宜味村    屋嘉比川 1897 14.5 3 木橋  

fuji09827 親川橋    沖縄 大宜味村    親川  1903 7.3 1.2 木橋  

fuji09465 渡海橋    沖縄 大宜味村    渡海川 1902 12 0.9 木橋  

fuji08616 饒波橋    沖縄 大宜味村    饒波川 1899 7 0.9 木橋  

fuji36147 前良橋    沖縄 竹富町    前良川 1973 60 6.5 合成鈑桁 ｎ＝2  

fuji51863 仲間橋    沖縄 竹富町    仲間川 1992 250 6.5 ＲＣ桁 ｎ＝11  

fuji27456 与那田橋   沖縄 竹富町    与那田川 1977 77.3 8 合成鈑桁 ｎ＝3  

fuji30202 福地橋    沖縄 東村     福地川 1941  道路 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝3  

fuji37292 有銘橋    沖縄 東村     有銘川 1957  道路 ＲＣ橋  

fuji22724 栄橋  さかえ 沖縄 読谷村    比謝川 1931 80 4.5 ＲＣオープンアーチ ｎ＝2   

fuji00628 比謝橋  ひじゃ  沖縄 読谷村    比謝川 1716 40 3.6 石造アーチ ｎ＝5  

fuji33784 比謝橋  ひじゃ  沖縄 読谷村    比謝川 1953 35.4 21.7 鈑桁  

fuji48994 太平橋（平良橋） だへいたいら 沖縄 那覇市  安謝川 1966  道路 ＲＣ橋  

fuji27377 末吉橋  すえよし 沖縄 那覇市    安謝川 1935  道路   

fuji14145 末吉石橋 すえよしいし 沖縄 那覇市    安謝川 1916  道路 石橋  

fuji46027 崇元寺橋 そうげんじ 沖縄 那覇市    安里川 1964  道路 ＲＣ橋  

fuji33155 泊高橋    沖縄 那覇市    安里川 1975  36.8 鈑桁  

fuji13702 旭橋  あさひ 沖縄 那覇市    久茂地川 1980 24 23.8 ＲＣ橋  

fuji05430 松田橋（旧・仲毛橋） まつだ 沖縄 那覇市   久茂地川 1888  道路 石橋  

fuji38542 泉崎橋  いずみさき 沖縄 那覇市    久茂地川 1958  道路   

fuji39313 美栄橋  みえ  沖縄 那覇市    久茂地川 1959  道路 ＲＣ橋  

fuji00459 一日橋  いちにち 沖縄 那覇市    国場川  31.5  石造アーチ 再架  

fuji44185 真玉橋  まだん 沖縄 那覇市    国場川 1963 30 道路 ＲＣ橋  

fuji33980 明治橋  めいじ 沖縄 那覇市    国場川 1953 128 31.5 ＲＣ橋(国場橋)  

fuji00724 ヒジリ橋    沖縄 那覇市（首里）   金城川 1733 13.3 4.6 石造アーチ ｌ＝4 沖縄県文化財 

fuji10247 港橋    沖縄 南城市（玉城村）   ウサーレ川 1905 5.5 3.6 石橋  

fuji15038 シムガーラ橋   沖縄 南城市（玉城村）   雄樋川 1919  道路 石造アーチ  

fuji46520 愛知橋    沖縄 南城市（玉城村）   雄樋川 1964  道路 これまでのシムガーラ橋（下川橋） 

fuji10394 謝花橋    沖縄 本部町    キジキナ川 1905 5.4 5.4 木橋  

fuji10393 渡久地橋   沖縄 本部町    渡久地川 1905 14.5 5.4 木橋  

fuji14932 川底橋    沖縄 本部町    満名川 1918  道路   

fuji08052 アナダ橋   沖縄 名護市    アナダ川 1898 5.4 3.6 石橋  

fuji09830 仲村渠橋   沖縄 名護市    オーグモイ川 1903 7 1.2 木橋  

fuji09829 渡名喜橋   沖縄 名護市    ナザキ川 1903 7 1.2 木橋  

fuji09833 カナラ橋   沖縄 名護市    羽地大川 1903 8 1.2 木橋  

fuji09831 振慶名橋   沖縄 名護市    羽地大川 1903 9 1.2 木橋  

fuji09834 川上橋    沖縄 名護市    羽地大川 1903 8.5 1.2 木橋  

fuji10389 田井等橋   沖縄 名護市    羽地大川 1905 7 0.9 木橋  

fuji10155 屋部橋    沖縄 名護市    屋部川 1904 40 1.2 木橋  
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fuji10384 屋部橋    沖縄 名護市    屋部川 1905 19 2.7 木橋  

fuji10385 白金橋    沖縄 名護市    屋部川 1905 7 1.2 木橋  

fuji10156 喜瀬橋    沖縄 名護市    喜瀬川 1904 20 1.2 木橋  

fuji10386 許田橋    沖縄 名護市    許田川 1905 18 1.2 木橋  

fuji09468 フシコ橋   沖縄 名護市    金川  1902 7.6 1.2 木橋  

fuji10390 フシコ橋   沖縄 名護市    金川  1905 5.4 2.7 木橋  

fuji10152 源河橋    沖縄 名護市    源河川 1904 13.6 0.9 木橋  

fuji10387 湖平底橋   沖縄 名護市    湖平底川 1905 13 0.6 木橋  

fuji36655 あなだ橋   沖縄 名護市    幸地川 1956  道路   

fuji09948 山田橋    沖縄 名護市    山田川 1904 6.3 4.5 石橋  

fuji10388 真喜屋橋   沖縄 名護市    真喜屋川 1905 5.4 0.9 木橋  

fuji09466 前田橋    沖縄 名護市    真喜屋川 1902 8.5 1.2 木橋  

fuji09467 真喜屋橋   沖縄 名護市    真喜屋大川 1902 6 1.2 木橋  

fuji09832 我部祖河橋   沖縄 名護市    前カス川 1903 10 1.2 木橋  

fuji10383 前ノ川橋   沖縄 名護市    前ノ川 1905 9 2.7 木橋  

fuji10382 東港橋    沖縄 名護市    渡地川 1905 5.4 2.7 木橋  

fuji10151 辺野古橋   沖縄 名護市    辺野古前港 1904 57 1.2 木橋  

fuji10153 西港橋    沖縄 名護市    輿那川 1904 6 1.5 木橋  

fuji10381 西港橋    沖縄 名護市    輿那川 1905 6 2.7 木橋  
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