
平成２６年度　橋梁点検結果（広島県）
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判定区

分

福山市 (ﾌｸﾔﾏｼ) 国道2号 1959 5.6 21.5 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

近江橋 (ｵｳﾐﾊﾞｼ) 国道2号 1995 41.9 16.3 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

神村東高架橋 (ｶﾑﾗﾋｶﾞｼｺｳｶｷｮｳ) 国道2号(倉敷福山道路) 1994 178.0 13.5 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

藤井川橋（下り） (ﾌｼﾞｲｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号(倉敷福山道路) 1980 179.5 13.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

高須高架橋（上り） (ﾀｶｽｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道2号(倉敷福山道路) 1986 70.0 9.0 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

高須高架橋（下り） (ﾀｶｽｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道2号(倉敷福山道路) 1985 70.0 9.0 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

丸山橋４１号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ41ｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道2号 1938 6.0 10.9 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

古浜橋 (ｺﾊﾏﾊﾞｼ) 国道2号 1958 116.0 11.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅲ

湧原川橋 (ﾜｷﾊﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道2号 1959 41.1 15.0 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

梨羽橋（上り） (ﾅｼﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1980 51.1 9.8 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

５０号橋側道橋（下り） (50ｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 2010 7.0 2.0 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

５０号橋側道橋（上り） (50ｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 2010 6.3 2.4 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

下木原橋歩道橋 (ｼﾓｷﾊﾗﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 2010 28.0 2.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

安森橋 (ﾔｽﾓﾘﾊﾞｼ) 国道54号 1959 16.5 7.7 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

安森歩道橋（下り） (ﾔｽﾓﾘﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道54号 1979 16.6 2.4 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

安森歩道橋（上り） (ﾔｽﾓﾘﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道54号 1983 20.0 2.6 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

明神歩道橋（下り） (ﾐｮｳｼﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道54号 1991 19.0 2.4 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道54号 1959 15.1 9.2 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

明神歩道橋（上り） (ﾐｮｳｼﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道54号 1983 21.1 2.4 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

神明橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ) 国道54号 1967 86.5 8.5 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

神明橋側道橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道54号 1986 90.7 2.2 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

上布野橋 (ｶﾐﾌﾉﾊﾞｼ) 国道54号 1970 42.0 9.3 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

上布野橋側道橋 (ｶﾐﾌﾉﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道54号 1985 42.0 2.4 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

下奥ノ迫橋 (ｼﾓｵｸﾉｻｺﾊｼ) 国道54号 1970 25.5 16.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

新天満橋 (ｼﾝﾃﾝﾏﾊｼ) 国道54号 1969 77.8 9.3 中国地整 広島県 三次市 Ⅲ

新天神橋 (ｼﾝﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道54号 1970 31.0 9.3 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道54号 1969 29.5 9.6 中国地整 広島県 三次市 Ⅲ

荒神橋側道橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道54号 2002 28.5 3.8 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東ＪＣＴ・ＩＣＥラ

ンプ橋

(ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 37.0 12.4 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

後山橋 (ｳｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 129.0 10.2 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

水越橋 (ﾐｽﾞｺｼﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 135.5 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅱ

西城川橋 (ｻｲｼﾞｮｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 300.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

金田さくら橋 (ｷﾝﾃﾞﾝｻｸﾗﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 315.5 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

常定橋 (ﾂﾈｻﾀﾞﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 133.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

萩川橋 (ﾊｷﾞｶﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 231.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

大月高架橋 (ｵｵﾂｷｺｳｶｷｮｳ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 116.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

ほたる見橋 (ﾎﾀﾙﾐﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 297.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

本谷川橋 (ﾎﾝﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 166.5 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

上本谷橋 (ｶﾐﾎﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 58.0 10.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

麻志川橋 (ﾏｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 82.0 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

真金原橋 (ﾏｷﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 322.0 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅱ

札ヶ垰橋 (ﾌﾀﾞｶﾞﾀｵﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 207.0 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

火室橋 (ﾋﾑﾛﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 217.0 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅱ

馬船川橋 (ﾏﾌﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 172.5 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

神之瀬川橋 (ｶﾐﾉｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 530.0 11.1 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

奥三沢川橋 (ｵｸﾐｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道尾道松江線 2012 41.0 11.4 中国地整 広島県 庄原市 Ⅰ

溝橋（10k232） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1951 3.7 10.4 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

溝橋（16k988） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1952 3.7 15.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

呉溝渠 (ｸﾚｺｳｷｮ) 国道31号 1967 8.7 11.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

呉陸橋（第１跨道橋） (ｸﾚﾘｯｷｮｳ(ﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道31号 1952 12.2 15.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

呉陸橋（第２跨道橋） (ｸﾚﾘｯｷｮｳ(ﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道31号 1950 12.2 15.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

二級橋 (ﾆｷｭｳﾊﾞｼ) 国道185号 1979 16.4 36.8 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 国道185号 1956 11.7 8.3 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ
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大積跨道橋 (ｵｵﾂﾐｺﾄﾞｳｷｮｳ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2006 38.3 5.0 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

大積川橋 (ｵｵﾂﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2011 247.0 10.2 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

郷原IC橋 (ｺﾞｳﾊﾗｱｲｼｰｷｮｳ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2010 45.0 6.4 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

郷原高架橋 (ｺﾞｳﾊﾗｺｳｶｷｮｳ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2012 164.5 10.1 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

惣引谷川ランプ橋 (ｿｳﾋﾞｷﾀﾆｶﾞﾜﾗﾝﾌﾟｷｮｳ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2011 70.0 6.1 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

惣引谷川橋 (ｿｳﾋﾞｷﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2011 60.0 10.1 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

岩山橋 (ｲﾜﾔﾏﾊﾞｼ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2009 14.0 11.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

津江高架橋 (ﾂｴｺｳｶｷｮｳ)

国道375号（東広島・呉自動車

道）

2011 254.0 10.1 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

溝橋（316k310） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1954 2.6 10.3 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

瀬野大橋 (ｾﾉｵｵﾊｼ) 国道2号 1954 60.0 8.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 国道2号 1954 12.2 14.6 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

海田高架橋2号ランプ (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳﾆｺﾞｳﾗﾝﾌﾟ) 国道2号 1975 94.2 10.2 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

海田新橋（下り） (ｶｲﾀｼﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1975 85.7 20.5 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

海田新橋（上り） (ｶｲﾀｼﾝﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1967 76.6 21.8 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

海田高架橋（下り） (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1975 623.6 9.0 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

海田高架橋（上り） (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1975 549.3 9.0 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

海田高架橋３１ＯＮ (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｵﾝ) 国道2号 1975 133.9 6.5 中国地整 広島県 海田町 Ⅲ

海田高架橋３１ＯＦＦ (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｵﾌ) 国道2号 1975 466.4 6.5 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

高須橋（上り） (ﾀｶｽﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1973 85.0 9.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

高須橋（下り） (ﾀｶｽﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1973 85.0 9.6 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

田方５号トンネル（上

り）

(ﾀｶﾞﾀｺﾞｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1973 11.0 12.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

田方５号トンネル（下

り）

(ﾀｶﾞﾀｺﾞｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1973 11.0 11.6 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

井口２号トンネル (ｲﾉｸﾁﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道2号（広島西道路） 1973 11.0 24.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

五日市高架橋 (ｲﾂｶｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道2号（広島西道路） 1977 1072.5 19.3 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

佐方第２号トンネル (ｻｶﾞﾀﾀﾞｲﾆｺﾞｳ) 国道2号（広島西道路） 1970 13.5 38.6 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

平良第３号トンネル（上

り）

(ﾍﾗﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1970 8.6 12.4 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

平良第３号トンネル（下

り）

(ﾍﾗﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1970 8.6 11.0 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅰ

溝橋（353k800） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.0 13.9 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（354ｋ584) (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 8.6 17.5 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（359k400） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 5.7 9.3 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅰ

永慶寺大橋 (ｴｲｹｲｼﾞｵｵﾊｼ) 国道2号 1952 35.5 10.3 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（360k155） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 7.7 13.8 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅰ

妹背橋 (ｲﾓｾﾊﾞｼ) 国道2号 1952 19.4 9.6 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（362k319） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.7 11.9 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅲ

溝橋（363k714） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.0 17.5 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（364k082） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 3.6 11.0 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（364k370） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.5 12.3 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（364k598） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.2 11.6 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅰ

溝橋（364k604） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.4 11.6 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

唐船浜橋 (ﾄｳｾﾝﾊﾏﾊﾞｼ) 国道2号 1952 5.5 12.4 中国地整 広島県 大竹市 Ⅱ

溝橋（369k182） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1951 4.9 23.2 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

溝橋（2k140） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1951 6.7 11.2 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

第１水尻橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾐｽﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道31号 1951 10.0 11.4 中国地整 広島県 坂町 Ⅰ

第２水尻橋 (ﾀﾞｲﾆﾐｽﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道31号 1951 6.7 13.1 中国地整 広島県 坂町 Ⅰ

祇園新橋（下り線） (ｷﾞｵﾝｼﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 国道54号 1986 367.9 17.9 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

古川橋（上り線） (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 国道54号 1988 79.6 14.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

古川橋（下り線） (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 国道54号 1988 79.6 14.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

溝橋（15k638） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道54号 1964 7.0 12.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

新横川橋 (ｼﾝﾖｺｶﾞﾜﾊｼ) 国道54号 1964 20.9 8.6 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

新横川歩道橋（下り） (ｼﾝﾖｺｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道54号 1973 21.4 2.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

溝橋（20k960） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道54号 1964 2.0 9.1 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

大林第１高架橋 (ｵｵﾊﾞﾔｼﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道54号 1988 215.4 9.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

第２向山橋 (ﾀﾞｲﾆﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 国道54号 1984 118.0 11.8 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

可部高架歩道橋 (ｶﾍﾞｺｳｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道54号 1996 159.9 2.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

西条１号橋 (ｻｲｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1959 4.5 17.0 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

新田万里橋（上り） (ｼﾝﾀﾏﾘﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1981 120.0 11.9 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ
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黒瀬川橋 (ｸﾛｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道2号 1983 47.0 20.2 中国地整 広島県 東広島市 Ⅲ

小松橋 (ｺﾏﾂﾊﾞｼ) 国道185号 1955 11.6 9.1 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

竹原１号橋 (ﾀｹﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道185号 1962 2.6 10.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

竹原５号橋 (ﾀｹﾊﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 国道185号 1952 2.0 7.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

平木橋 ﾋﾗｷﾞﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1985 125.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

平木橋 ﾋﾗｷﾞﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1985 144.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

後迫橋 ｳｼﾛｻﾞｺｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1985 39.0 9.1 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

半坂橋 ﾊﾝｻｶﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1985 116.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

半坂橋 ﾊﾝｻｶﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1985 124.0 11.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

宮ヶ谷橋 ﾐﾔｶﾞﾀﾞﾆｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1985 111.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

石内高架橋 ｲｼｳﾁｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 303.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

石内高架橋 ｲｼｳﾁｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 306.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

上沖高架橋 ｳﾜｵｷｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 125.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

上沖高架橋 ｳﾜｵｷｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 158.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

八幡川橋 ﾔﾊﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 483.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

八幡川橋 ﾔﾊﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 486.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

薬師ヶ丘高架橋 ﾔｸｼｶﾞｵｶｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 170.0 10.3 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

薬師ヶ丘高架橋 ﾔｸｼｶﾞｵｶｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 170.0 12.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

倉重川橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 25.0 12.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

倉重川橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 25.0 13.8 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

下ヶ迫川橋 ｼﾀﾞｶﾞｻｺｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 29.0 12.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

下ヶ迫川橋 ｼﾀﾞｶﾞｻｺｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 29.0 13.8 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

千同川橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 37.0 13.8 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

千同川橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 49.0 13.8 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

三宅川橋 ﾐﾔｹｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 77.0 12.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

三宅川橋 ﾐﾔｹｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 88.0 12.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

屋代川橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 35.0 11.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

屋代川橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 35.0 12.8 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

佐方高架橋 ｻｶﾞﾀｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 568.0 12.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

佐方高架橋 ｻｶﾞﾀｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 572.0 10.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

佐方川橋 ｻｶﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 54.0 12.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

佐方川橋 ｻｶﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 72.0 16.0 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

速谷高架橋 ﾊﾔﾀﾆｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 558.0 10.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

速谷高架橋 ﾊﾔﾀﾆｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 559.0 10.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

宮内高架橋 ﾐﾔｳﾁｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 260.0 12.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

宮内高架橋 ﾐﾔｳﾁｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1987 270.0 15.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

篠坂橋 ｼﾉｻﾞｶﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 23.0 11.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

篠坂橋 ｼﾉｻﾞｶﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 23.0 11.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

曽根田橋 ｿﾈﾀﾞﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 16.0 11.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

曽根田橋 ｿﾈﾀﾞﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 16.0 11.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

春日池橋 ｶｽｶﾞｲｹﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 85.0 10.3 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

春日池橋 ｶｽｶﾞｲｹﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1988 85.0 10.3 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

浦上高架橋 ｳﾗｶﾞﾐｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 80.0 10.3 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

浦上高架橋 ｳﾗｶﾞﾐｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 80.0 10.3 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

福山西第１ＩＣ橋 ﾌｸﾔﾏﾆｼﾀﾞｲ1ICｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1991 42.0 6.8 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

永松橋 ﾅｶﾞﾏﾂﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1991 118.0 8.5 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

永松橋 ﾅｶﾞﾏﾂﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1991 97.0 8.5 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

福山西第２ＩＣ橋 ﾌｸﾔﾏﾆｼﾀﾞｲ2ICｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1991 37.0 6.8 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

御園高架橋 ﾐｿﾉｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 248.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

御園高架橋 ﾐｿﾉｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 265.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

小瀬川橋 ｵｾﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 190.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

小瀬川橋 ｵｾﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1988 238.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

延江橋 ﾉﾌﾞｴｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 51.0 14.6 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

延江橋 ﾉﾌﾞｴｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 51.0 9.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

北杉橋 ｷﾀｽｷﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 110.0 9.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

北杉橋 ｷﾀｽｷﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 110.0 9.4 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ
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三蔵橋 ｻﾝｿﾞｳｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 180.0 9.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

三蔵橋 ｻﾝｿﾞｳｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 180.0 9.0 西日本高速 広島県 福山市 Ⅱ

第一西藤橋 ﾀﾞｲ1ﾆｼﾌｼﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 101.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

第一西藤橋 ﾀﾞｲ1ﾆｼﾌｼﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 107.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

第二西藤橋 ﾀﾞｲ2ﾆｼﾌｼﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 183.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

第二西藤橋 ﾀﾞｲ2ﾆｼﾌｼﾞｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 207.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

尾道ＪＣＴＢランプ橋 ｵﾉﾐﾁJCTBﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 山陽自動車道吹田山口線 2010 248.0 6.8 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

尾道ＪＣＴＣランプ橋 ｵﾉﾐﾁJCTCﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 山陽自動車道吹田山口線 2010 376.0 6.8 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

尾道ＪＣＴＤランプ橋 ｵﾉﾐﾁJCTDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 山陽自動車道吹田山口線 2010 203.0 6.8 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

才原橋 ｻｲﾊﾞﾗｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 357.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

才原橋 ｻｲﾊﾞﾗｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 357.0 9.0 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

伊予兼橋 ｲﾖｶﾞﾈｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 311.0 10.8 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

伊予兼橋 ｲﾖｶﾞﾈｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1993 311.0 11.4 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅱ

鍛治屋橋 ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 70.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅲ

鍛治屋橋 ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 70.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

宇ノ子橋 ｳﾉｺﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 214.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

宇ノ子橋 ｳﾉｺﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 214.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

半坂高架橋 ﾊﾝｻﾞｶｺｳｶｷﾖｳ 中国縦貫自動車道 1983 237.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

半坂高架橋 ﾊﾝｻﾞｶｺｳｶｷﾖｳ 中国縦貫自動車道 1983 247.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

潮原橋 ｳｼｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 122.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

潮原橋 ｳｼｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 122.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

頓原橋 ﾄﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 125.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

頓原橋 ﾄﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中国縦貫自動車道 1983 125.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

研ケ谷橋 ﾄｷｶﾞﾀﾆﾊﾞﾐ 中国縦貫自動車道 1983 126.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

研ケ谷橋 ﾄｷｶﾞﾀﾆﾊﾞﾐ 中国縦貫自動車道 1983 126.0 9.3 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

瀬戸高架橋 ｾﾄｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 342.0 11.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

瀬戸高架橋 ｾﾄｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 350.0 8.7 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

奥畑川橋 ｵｸﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 215.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

奥畑川橋 ｵｸﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 234.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

前原高架橋 ﾏｴﾊﾗｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 72.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

前原高架橋 ﾏｴﾊﾗｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 72.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

広島大橋 ﾋﾛｼﾏｵｵﾊｼ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 1020.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

広島大橋 ﾋﾛｼﾏｵｵﾊｼ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 1020.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

横浜高架橋 ﾖｺﾊﾏｺｳｶｷﾖｳ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 469.0 10.8 西日本高速 広島県 坂町 Ⅱ

横浜高架橋 ﾖｺﾊﾏｺｳｶｷﾖｳ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 474.0 10.9 西日本高速 広島県 坂町 Ⅱ

横浜高架橋（Ａランプ） ﾖｺﾊﾏｺｳｶｷﾖｳAﾗﾝﾌﾟ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 51.0 6.7 西日本高速 広島県 坂町 Ⅱ

横浜高架橋（Ｂランプ） ﾖｺﾊﾏｺｳｶｷﾖｳBﾗﾝﾌﾟ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 119.0 6.5 西日本高速 広島県 坂町 Ⅱ

野坂橋 ﾉｻｶｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 30.0 7.9 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

御手洗第２橋 ﾐﾀﾗｲﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 46.0 7.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

御手洗第１橋 ﾐﾀﾗｲﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 48.0 7.5 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

玉野井高架橋 ﾀﾏﾉｲｺｳｶｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 30.0 10.0 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

玉野井高架橋 ﾀﾏﾉｲｺｳｶｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 30.0 10.0 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

鎗出橋 ﾔﾘﾃﾞﾊﾞｼ 一般国道２号（広島岩国道路） 1987 29.0 7.0 西日本高速 広島県 廿日市市 Ⅱ

小方橋 ｵｶﾞﾀｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1988 28.0 10.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

小方橋 ｵｶﾞﾀｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1988 29.0 7.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

卸場川橋 ｵﾛｼﾊﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1988 129.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

卸場川橋 ｵﾛｼﾊﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1988 129.0 9.0 西日本高速 広島県 大竹市 Ⅱ

御子橋 (ﾐｺﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 40.5 3.5 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

日向橋 (ﾋﾑｶｲﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 34.4 7.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

牛川橋 (ｳｼｶﾜﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 52.2 3.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

石堂橋 (ｲｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 40.3 2.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

風頭橋 (ｶｾﾞｶｼﾗﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 32.4 3.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

未渡橋 (ﾐﾄﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 36.2 2.5 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

明神橋 (ﾐﾖｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 33.9 2.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

永迫橋 (ﾅｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 35.1 2.5 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

西城往来橋 (ｻｲｼﾞﾖｳｵｳﾗｲﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 35.2 5.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ
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野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 36.9 4.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

細山橋 (ﾎｿﾔﾏﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 37.9 2.5 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

寺峠橋 (ﾃﾗﾀﾞｵﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1978 36.5 2.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 36.6 4.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

末元橋 (ｽｴﾓﾄﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 36.1 2.5 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

抜湯橋 (ﾇｸﾕﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 35.3 2.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

久々原橋 (ﾕｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 36.6 4.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

辰頭橋 (ﾀﾂｶﾞｼﾗﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 39.1 2.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

下青河橋 (ｼﾓｱｵｶﾞﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 45.9 4.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

倉ケ谷橋 (ｸﾗｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 42.8 3.0 西日本高速 広島県 三次市 Ⅱ

石原山橋 (ｲｼﾊﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 39.5 4.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仁王丸３号橋 (ﾆｵｳﾏﾙ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 36.7 3.5 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仁王丸２号橋 (ﾆｵｳﾏﾙ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 38.6 2.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仁王丸１号橋 (ﾆｵｳﾏﾙ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 39.3 2.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

すだれ橋 (ｽﾀﾞﾚﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 38.2 3.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 32.6 5.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

臼ケ原橋 (ｳｽｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 36.1 3.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 17.4 4.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 49.8 4.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

道堂橋 (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 39.9 2.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

猴草橋 (ｻﾙｸｻﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1979 39.3 4.0 西日本高速 広島県 安芸高田市 Ⅱ

笹原橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 中国縦貫自動車道 1982 46.6 9.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊﾞｼ) 中国横断自動車道広島浜田線 1984 55.5 12.0 西日本高速 広島県 広島市 Ⅱ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 34.9 1.5 西日本高速 広島県 坂町 Ⅱ

尾道中橋 (ｵﾉﾐﾁﾅｶﾊﾞｼ) 西瀬戸自動車道 1987 122.0 9.2 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

山波大橋 (ｻﾝﾊﾞｵｵﾊｼ) 西瀬戸自動車道 1999 240.0 18.0 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

第一江ノ奥高架橋 (ﾀﾞｲｲﾁｴﾉｵｸｺｳｶｷｮｳ) 西瀬戸自動車道 1983 256.0 10.2 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

第二江ノ奥高架橋 (ﾀﾞｲﾆｴﾉｵｸｺｳｶｷｮｳ) 西瀬戸自動車道 1983 104.0 10.2 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

五本松川橋 (ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾊﾞｼ) 西瀬戸自動車道 1999 75.0 9.6 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

岩ノ城橋（102029001） (ｲﾜﾉｼﾞｮｳﾊｼ) 吉田豊栄線 1962 142.1 6.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

無名橋（102080001） (ﾑﾒｲﾊｼ) 東広島向原線 1964 2.4 4.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名橋（102080002） (ﾑﾒｲﾊｼ) 東広島向原線 1964 6.0 3.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（102080003）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 東広島向原線 不明 6.0 18.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

鷹ノ巣山橋

（102080004）

(ﾀｶﾉｽﾔﾏﾊｼ) 東広島向原線 1999 21.7 13.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

見坂橋（102080005） (ﾐｻｶﾊﾞｼ) 東広島向原線 1999 20.0 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

瀬戸田橋（102080006） (ｾﾄﾀﾞﾊｼ) 東広島向原線 2000 11.7 11.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

竜王橋（102080007） (ﾘｭｳｵｳﾊｼ) 東広島向原線 1976 6.5 8.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大正橋（102080008） (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 東広島向原線 1990 23.2 8.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

干田橋（102080009） (ﾋﾀﾞﾊﾞｼ) 東広島向原線 1974 30.9 8.9 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

長田橋（102080010） (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 東広島向原線 1974 24.8 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三田橋（103109002） (ﾐﾀﾊｼ) 邑南高宮線 1967 14.0 4.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

紫野橋（103109003） （ｼﾉﾊｼ） 邑南高宮線 不明 5.3 3.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

犬飛橋（103109004） (ｲﾇﾄﾋﾞﾊｼ) 邑南高宮線 1965 26.0 4.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

安妙寺橋（103109005） (ｱﾝﾐｮｳｼﾞﾊｼ) 邑南高宮線 1965 27.1 4.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

乙木橋（103112001） (ｵﾄｷﾞﾊﾞｼ) 三次江津線 1964 38.0 4.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

所木橋（103112002） （ﾄｺﾛｷﾞﾊｼ） 三次江津線 1980 2.2 11.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

一信木橋（103112003） (ｲﾁﾉﾌﾞｷﾊﾞｼ) 三次江津線 1957 4.0 3.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

二信木橋（103112004） （ﾆｼﾝｷﾞﾊｼ） 三次江津線 1959 3.6 3.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

寺橋（103112005） （ﾃﾗﾊｼ） 三次江津線 1958 4.7 5.7 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

式敷橋（103112006） (ｼｷｼﾞｷﾊﾞｼ) 三次江津線 1958 6.5 5.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

落合橋（103212001） (ｵﾁｱｲﾊｼ) 吉田口停車場線 1971 32.4 6.9 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

落合歩道橋

（103212002）

(ｵﾁｱｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 吉田口停車場線 1986 32.7 3.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

吉田大橋（103212003） (ﾖｼﾀﾞｵｵﾊｼ) 吉田口停車場線 1974 125.1 11.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

小原川橋（103318001） (ｵﾊﾗｶﾜﾊｼ) 上入江吉田線 1998 7.0 4.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

石原橋（103318002） (ｲｼﾊﾗﾊｼ) 上入江吉田線 1998 6.3 4.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中束橋（103318003） (ﾅｶﾂｶﾊｼ) 上入江吉田線 1998 17.0 5.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ
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福原2号橋（103318004） （ﾌｸﾊﾗ） 上入江吉田線 1998 2.8 5.1 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

元瀬橋（103318005） (ｹﾞﾝｾﾞﾊﾞｼ) 上入江吉田線 1998 9.1 5.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

松休橋（103318007） （ﾏﾂｷｭｳﾊｼ） 上入江吉田線 1948 3.4 7.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三宅橋（103318008） （ﾐﾔｹﾊｼ） 上入江吉田線 1943 2.8 7.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大樋橋（103318009） (ｵｵﾄｲﾊｼ) 上入江吉田線 1978 34.7 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

水口橋（103318010） (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾊｼ) 上入江吉田線 1980 4.3 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名橋（103318011） (ﾑﾒｲﾊｼ) 上入江吉田線 1943 4.8 10.1 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

金口橋（103320001） (ｶﾅｸﾞﾁﾊｼ) 浅塚横田線 1970 20.4 4.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

金口橋（103320002） (ｶﾅｸﾁﾊｼ) 浅塚横田線 不明 2.5 4.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋（103320003） (ﾑﾒｲﾊｼ) 浅塚横田線 不明 4.3 5.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103320004）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 浅塚横田線 不明 3.0 4.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新妻橋（103321003） (ｼﾝﾂﾏﾊｼ) 金屋壬生線 不明 11.5 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

塩瀬橋（103321004） (ｼｵｾﾊｼ) 金屋壬生線 1991 11.7 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103321005）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 金屋壬生線 不明 3.0 10.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

塩瀬大橋（103321006） (ｼｵｾｵｵﾊｼ) 金屋壬生線 2003 65.0 11.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

ボックスカルバート

（103322001）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 北船木線 不明 2.5 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新桜橋（103322002） (ｼﾝｻｸﾗﾊﾞｼ) 北船木線 1980 7.5 8.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

叶谷橋（103322003） (ｶﾉｳﾀﾆﾊｼ) 北船木線 不明 3.1 10.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

船木大仙橋

（103322004）

(ﾌﾅｷﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 北船木線 1980 48.7 8.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下船木橋（103322005） (ｼﾓﾌﾅｷﾊﾞｼ) 北船木線 1980 55.0 7.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

叶谷橋（103323001） (ｶﾉｳﾀﾆﾊｼ) 中北川根線 不明 4.5 4.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

大久保橋（103323002） (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 中北川根線 1987 11.3 8.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新二重谷橋

（103323003）

(ｼﾝﾆｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 中北川根線 2005 19.5 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

亀谷橋（103323004） (ｶﾒﾀﾞﾆﾊｼ) 中北川根線 2004 26.5 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大仙橋（103323005） (ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 中北川根線 2000 31.5 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

紫陽花橋（103323006） (ｱｼﾞｻｲﾊｼ) 中北川根線 1994 21.3 10.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

若鮎橋（103323007） (ﾜｶｱﾕﾊﾞｼ) 中北川根線 1993 42.1 10.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート

（103325001）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 船木上福田線 不明 2.5 11.1 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

押谷橋（103325002） (ｵｼﾀﾆﾊｼ) 船木上福田線 不明 2.5 7.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上福田橋（103325003） (ｶﾐﾌｸﾀﾞﾊｼ) 船木上福田線 不明 3.0 4.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

雨乞大橋（103326001） (ｱﾏｺﾞｲｵｵﾊｼ) 原田吉田線 2002 58.0 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103326002）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 原田吉田線 不明 3.0 11.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

堺川橋（103326003） (ｻｶｲｶﾜﾊｼ) 原田吉田線 不明 5.1 4.1 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

清水橋（103326004） (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 原田吉田線 2003 13.8 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

山之内橋（103326005） (ﾔﾏﾉｳﾁﾊﾞｼ) 原田吉田線 2002 13.4 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下田橋（103326006） (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 原田吉田線 2002 13.0 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大境橋（103326007） (ｵｵｻﾞｶｲﾊｼ) 原田吉田線 2001 12.5 12.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

カミマエ橋

（103326008）

(ｶﾐﾏｴﾊｼ) 原田吉田線 不明 3.6 3.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

立石橋（103326009） (ﾀﾃｲｼﾊｼ) 原田吉田線 1994 11.0 11.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仲田橋（103326010） (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 原田吉田線 1993 14.6 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名橋（103327001） (ﾑﾒｲﾊｼ) 古屋吉田線 不明 2.7 2.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

角山橋（103327002） (ｶﾄﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 古屋吉田線 2005 16.0 11.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103327003）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 古屋吉田線 不明 2.5 7.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

郷野橋（103327004） (ｺﾞｳﾉﾊﾞｼ) 古屋吉田線 不明 7.2 6.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103327005）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 古屋吉田線 不明 3.0 5.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103328001）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 志和口向原線 不明 2.5 9.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103328002）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 志和口向原線 不明 2.0 14.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103328003）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 志和口向原線 不明 2.5 8.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート

（103328004）

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 志和口向原線 不明 3.5 10.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

捻橋（1217） (ﾈｼﾞﾚﾊｼ) 広島三次線 1962 8.6 7.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

谷口橋（1245） (ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 邑南高宮線 2005 9.5 6.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

正力橋（12731） (ｼｮｳﾘｷﾊｼ) 吉田豊栄線 1980 11.0 5.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

正力橋（12732） (ｼｮｳﾘｷﾊｼ) 吉田豊栄線 1980 11.0 3.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

船木橋（1286） (ﾌﾅｷﾊｼ) 船木上福田線 1997 47.9 11.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

安浦跨線橋

（302034001）

(ﾔｽｳﾗｺｾﾝｷｮｳ) 矢野安浦線 1969 176.9 10.0 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

新頓原橋（3029） (ｼﾝﾄﾝﾊﾞﾗ) 矢野安浦線 1962 18.0 7.6 広島県 広島県 呉市 Ⅰ
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豊（3059） (ﾕﾀｶ) 大崎下島循環線 1960 49.5 4.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

小坪橋（3100） (ｺﾂﾎﾞ) 広仁方停車場線 1932 10.0 7.4 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

水落橋（3109） (ﾐｽﾞｵﾁ) 川尻安浦線 1969 6.1 8.1 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

砂浜橋（3121） (ｽﾅﾊﾏ) 倉橋大向釣土田港線 1934 4.0 7.4 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

笠松橋（3122） (ｶｻﾏﾂ) 倉橋大向釣土田港線 1959 4.0 5.5 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

音戸大橋警固屋ループ橋

（3501）

(ｵﾝﾄﾞｵｵﾊｼｹｺﾞﾔ) ４８７号 1961 20.5 8.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

音戸大橋音戸ループ橋

（3505）

(ｵﾝﾄﾞｵｵﾊｼｵﾝﾄﾞ) ４８７号 1961 380.0 9.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

久比大橋（3610） (ｸﾋﾞｵｵﾊｼ) 大崎下島循環線 1994 107.5 11.3 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

大長大橋（3611） (ｵｵﾁｮｳｵｵﾊｼ) 大崎下島循環線 1970 65.0 7.4 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

豊大橋（3612） (ﾕﾀｶｵｵﾊｼ) 大崎下島循環線 1966 89.0 8.9 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

新舞々尻橋1（3630） (ｼﾝﾏｲﾏｲｼﾞﾘﾊｼ1) ４８７号 1999 20.0 8.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

新舞々尻橋2（3631） (ｼﾝﾏｲﾏｲｼﾞﾘﾊｼ2) ４８７号 1999 20.0 8.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

脇田橋（3640） (ﾜｷﾀﾊｼ) 中大迫清田線 1967 8.3 4.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

新苗代橋（3650） (ｼﾝﾅｴｼﾛﾊｼ) 呉環状線 2004 15.0 11.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

光明橋（3660） (ｺｳﾐｮｳﾊｼ) 下蒲刈川尻線 2006 4.5 11.7 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

豊栄橋（3670） (ﾄﾖｻｶﾊｼ) 小多田安浦線 1994 6.8 5.7 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

大歳橋（3680） (ｵｵﾄｼﾊｼ) 川尻安浦線 1981 12.9 8.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

下此原橋（3690） (ｼﾓｺﾉﾊﾗﾊｼ) 呉平谷線 1962 6.5 7.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

豊島大橋（3691） (ﾄﾖｼﾏｵｵﾊｼ) 豊島浦刈線 2008 540.0 13.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

月見陸橋（3700） (ﾂｷﾐﾘｯｷｮｳ) 矢野安浦線 2003 226.8 12.8 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

太田橋（3710） (ｵﾎﾀﾊｼ) ４８７号 2008 23.4 12.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

桂橋（2001） (ｶﾂﾗ) ２号 1931 5.7 11.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

桂橋側道橋（下り）

（2002）

(ｶﾂﾗﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮ(ｸﾀﾞﾘ) ２号 1931 6.2 0.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

桂橋側道橋（上り）

（2003）

(ｶﾂﾗﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) ２号 1998 6.2 0.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

藤掛橋（2007） (ﾌｼﾞｶｹ) ２号 1932 28.8 10.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

潮原橋（2023） (ｳｼｵﾊﾞﾗ) １８６号 1971 9.0 8.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

飯の山橋（2029） (ｲｲﾉﾔﾏ) １８６号 1989 10.0 8.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

悪谷上橋（2038） (ｱｸﾀﾆｶﾐ) １８６号 1974 26.6 7.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

悪谷下橋（2039） (ｱｸﾀﾆｼﾓ) １８６号 1978 29.2 7.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

城の橋（2130） (ｼﾞｮｳﾉ) 大竹湯来線 1957 13.0 8.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

助藤橋（2173） (ｽｹﾄｳ) 助藤津田線 1963 16.0 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（2174） (ﾑﾒｲ) 助藤津田線 不明 2.7 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋（2175） (ﾑﾒｲ) 助藤津田線 不明 2.2 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

滝ノ下橋（2176） (ﾀｷﾉｼﾀ) 助藤津田線 1933 3.0 7.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

逢来橋（2177） (ﾎｳﾗｲ) 助藤津田線 1966 18.2 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

中岩倉橋（2178） (ﾅｶｲﾜｸﾗ) 助藤津田線 不明 3.0 8.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

上岩倉橋（2179） (ｶﾐｲﾜｸﾗ) 助藤津田線 1927 3.0 9.2 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋（2180） (ﾑﾒｲ) 吉和戸河内線 1988 4.0 15.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（車道部）

（2181）

(ﾑﾒｲ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 吉和戸河内線 1986 2.5 7.2 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（歩道部）

（2182）

(ﾑﾒｲ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 吉和戸河内線 不明 3.5 3.3 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（車道部）

（2183）

(ﾑﾒｲ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 吉和戸河内線 1926 2.6 7.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（歩道部）

（2184）

(ﾑﾒｲ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 吉和戸河内線 不明 5.3 3.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

熊崎橋（2185） (ｸﾏｻｷ) 吉和戸河内線 1964 51.0 6.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

駄荷橋（2186） (ﾀﾞﾆ) 吉和戸河内線 1961 4.9 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（下流側）

（2187）

(ﾑﾒｲ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 吉和戸河内線 不明 2.0 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（上流側）

（2188）

(ﾑﾒｲ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ) 吉和戸河内線 不明 2.0 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

小松原橋（2189） (ｺﾏﾂﾊﾞﾗ) 吉和戸河内線 1936 38.0 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

瀬戸谷橋（2190） (ｾﾄﾀﾞﾆ) 吉和戸河内線 1936 13.3 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（2191） (ﾑﾒｲ) 吉和戸河内線 不明 2.0 5.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

二ノ原橋（2192） (ﾆﾉﾊﾗ) 吉和戸河内線 1936 13.5 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

小谷橋（2193） (ｺﾀﾆ) 吉和戸河内線 1936 5.2 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

大谷橋（2194） (ｵｵﾀﾆ) 吉和戸河内線 1956 7.9 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

広原大橋（2195） (ﾋﾛﾊﾗｵｵ) 栗谷河津原線 1972 28.2 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

太閤橋（2196） (ﾀｲｺｳ) 栗谷河津原線 1970 17.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋（2197） (ﾑﾒｲ) 栗谷河津原線 1980 2.6 7.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

広原橋（2198） (ﾋﾛﾊﾗ) 栗谷河津原線 1940 4.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ
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広原二号橋（2199） (ﾋﾛﾊﾗﾆｺﾞｳ) 栗谷河津原線 1959 12.0 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

広原下橋（2200） (ﾋﾛﾊﾗｼﾓ) 栗谷河津原線 不明 4.1 3.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

不栗付橋2号（2209） (ﾌｸﾞﾘﾂｷﾊｼﾆｺﾞｳ) ４８８号 1967 3.6 4.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋（2284） (ﾑﾒｲ) 栗谷河津原線 不明 3.5 3.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

音丸下橋（2285） (ｵﾄﾏﾙｼﾓ) 栗谷河津原線 1953 3.3 3.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋（2286） (ﾑﾒｲ) 栗谷河津原線 不明 3.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（2287） (ﾑﾒｲ) 栗谷河津原線 不明 2.3 8.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

出合橋（2288） (ﾃﾞｱｲ) 白砂玖島線 2002 8.0 9.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

昭六橋（2289） (ｼｮｳﾛｸ) 白砂玖島線 1997 9.5 10.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

挨口橋（2290） (ｺﾞﾐｸﾞﾁ) 所山潮原線 1999 21.2 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

蛇ヶ谷橋（2291） (ｼﾞｬｶﾞﾀﾆ) 所山潮原線 1999 4.5 4.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

虫渡橋（2292） (ﾑｼﾜﾀﾘ) 所山潮原線 1999 20.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

大黒橋（2293） (ﾀﾞｲｺｸ) 所山潮原線 1999 12.6 3.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

焼山橋（2294） (ﾔｷﾔﾏ) 所山潮原線 1999 13.7 3.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

無名橋（2295） (ﾑﾒｲ) 所山潮原線 1999 3.2 8.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

床版橋（2296） (ｼｮｳﾊﾞﾝ) 所山潮原線 1999 2.5 4.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

床版橋（2297） (ｼｮｳﾊﾞﾝ) 所山潮原線 1999 2.7 4.3 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

一の渡出橋（2298） (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾃﾞ) 所山潮原線 1999 8.1 3.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

鈩橋（2299） (ﾀﾀﾗ) 所山潮原線 2002 8.6 3.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

多々場橋（2300） (ﾀﾀﾊﾞ) 所山潮原線 2002 6.5 3.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

横打橋（2301） (ﾖｺｳﾁ) 所山潮原線 2002 6.3 3.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋（2302） (ﾑﾒｲ) 所山潮原線 2002 3.5 18.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

新焼山橋（2303） (ｼﾝﾔｷﾔﾏ) 所山潮原線 2002 30.5 9.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

新市井原橋（2304） (ｼﾝｲﾁｲﾊﾞﾗﾊｼ) １８６号 2000 187.0 10.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

飯谷2号橋（2305） (ｲｲﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) １８６号 1981 146.0 9.3 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

八丁1号橋（2306） (ﾊｯﾁｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) １８６号 1980 120.0 9.3 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

金口三杉橋（517101） (ｶﾅｸﾁﾐｽｷﾞﾊｼ) 下竹仁久芳線 2003 78.3 11.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新鍋末橋（517102） (ｼﾝﾅﾍﾞｽｴﾊｼ) 下竹仁久芳線 2005 63.0 11.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

不明厳橋（517103） (ｱｹｽﾞﾉｸﾗﾊﾞｼ) 下竹仁久芳線 2002 100.0 10.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

鷹巣雪景橋（517104） (ﾀｶﾉｽｾｯｹｲﾊﾞｼ) 下竹仁久芳線 2005 45.0 11.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

榊山道路橋（523215） (ｻｶｷﾔﾏﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 安芸津下三永線 不明 7.3 14.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

栄橋（52338） (ｻｶｴﾊｼ) 瀬野川福富本郷線 1988 22.6 10.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

１号ＯＶ橋（527313） (1ｺﾞｳｵｰﾌﾞｲｷｮｳ) 広島空港線 1991 38.0 8.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

志和インター線高架橋本

線（528316）

(ｼﾜｲﾝﾀｰｾﾝｺｳｶｷｮｳﾎﾝｾﾝ) 志和インター線 2004 344.0 12.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

宗吉橋（528320） (ﾑﾈﾖｼﾊﾞｼ) 志和インター線 2002 33.0 11.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

本崎道路橋（5335318） (ﾎﾝｻﾞｷﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 内海三津線 不明 9.5 14.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新長者橋（7147） (ｼﾝﾁｮｳｼﾞｬﾊｼ) 下三永吉川線 1970 26.6 10.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

無名橋（7280） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) ３７５号 不明 3.7 9.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

無名ボックス（7290） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) ４３２号 不明 3.5 50.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（車道）

（7291）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽｼｬﾄﾞｳ) ４３２号 不明 4.5 24.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7307） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 吉舎豊栄線 不明 2.0 12.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7308） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 吉舎豊栄線 不明 2.5 25.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

田ノ口橋（7309） (ﾀﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 吉田豊栄線 不明 8.5 9.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7312） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 安芸津下三永線 不明 2.5 8.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7313） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 安芸津下三永線 不明 3.0 13.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7314） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 安芸津下三永線 不明 2.0 16.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7315） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 安芸津下三永線 不明 2.5 27.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7316） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 安芸津下三永線 不明 5.0 33.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7317） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 瀬野川福富本郷線 不明 2.0 14.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7318） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 瀬野川福富本郷線 不明 2.0 14.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7319） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 瀬野川福富本郷線 不明 2.0 10.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7322） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 瀬野川福富本郷線 不明 2.7 8.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7323） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 瀬野川福富本郷線 不明 2.6 6.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7324） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 瀬野川福富本郷線 不明 3.8 7.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7325） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 3.0 88.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7327） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 3.5 12.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ
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無名ボックス（7328） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 3.0 21.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7329） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 2.0 50.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（車道）

（7330）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽｼｬﾄﾞｳ) 矢野安浦線 不明 4.0 28.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7331） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 4.0 17.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7332） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 2.0 37.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7333） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 3.0 37.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7335） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 2.8 23.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7336） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 2.0 16.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7338） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 矢野安浦線 不明 3.5 15.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7342） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島白木線 不明 2.0 14.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7343） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島白木線 不明 2.0 15.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

正広橋（7345） (ﾏｻﾋﾛﾊﾞｼ) 東広島本郷忠海線 不明 12.6 11.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7346） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島本郷忠海線 不明 2.0 14.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7347） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島本郷忠海線 不明 2.0 25.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7348） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島本郷忠海線 不明 5.5 17.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（人道）

（7349）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽｼﾞﾝﾄﾞｳ) 東広島本郷忠海線 不明 4.0 9.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7350） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島本郷忠海線 不明 7.0 40.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

界寄橋（7351） (ｶｲﾖﾘﾊﾞｼ) 東広島本郷忠海線 不明 6.5 4.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（車道）

（7353）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽｼｬﾄﾞｳ) 大和福富線 不明 3.0 9.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7354） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 馬木八本松線 不明 3.4 14.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7355） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 馬木八本松線 不明 4.4 50.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7356） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 広島空港線 1991 2.5 19.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7358） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 広島空港線 1991 5.6 90.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7359） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 広島空港線 1991 9.0 88.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7360） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 広島空港線 1991 7.7 37.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7361） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 広島空港線 1991 2.7 10.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7362） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島向原線 不明 2.0 10.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7363） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島向原線 不明 3.0 9.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7364） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島向原線 不明 2.5 10.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7365） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島向原線 不明 4.5 43.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

無名ボックス（7366） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 東広島向原線 不明 2.5 4.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7369） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 2.5 18.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7370） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 4.0 24.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7371） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 2.7 36.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7372） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 2.5 27.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

オフランプ（7374） (ｵﾌﾗﾝﾌﾟ) 志和インター線 2004 3.8 26.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7375） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 5.0 39.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7376） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 志和インター線 不明 8.5 44.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新観音橋（7377） (ｼﾝｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 三和大和線 1997 13.8 10.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7378） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三和大和線 不明 3.0 25.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7380） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 安芸津停車場線 不明 2.4 14.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

半尾川橋（7381） (ﾊﾝﾉｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 飯田吉行線 2004 10.1 26.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（歩道）（7383） (ﾑﾒｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 吉川西条線 不明 2.0 3.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（歩道）（7385） (ﾑﾒｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 吉川西条線 不明 2.5 1.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7386） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 吉川西条線 不明 3.2 7.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（歩道）

（7388）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽﾎﾄﾞｳ) 吉川西条線 不明 2.5 12.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7390） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 津江八本松線 不明 2.0 26.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7391） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 吉川大多田線 不明 2.5 23.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス（7392） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 下竹仁久芳線 不明 4.0 16.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（車道）

（7393）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽｼｬﾄﾞｳ) 下竹仁久芳線 不明 4.5 20.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7394） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 別府河内線 不明 2.0 3.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7396） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 別府河内線 不明 2.0 15.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7397） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 2.5 18.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7398） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 3.0 14.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7399） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 2.0 25.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7400） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 2.0 23.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ
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無名ボックス（7401） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 2.0 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7402） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 河戸豊栄線 不明 2.0 15.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7404） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 小田白市線 不明 2.5 16.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7406） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 造賀田万里線 不明 3.5 26.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋（7407） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 造賀田万里線 不明 3.0 4.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7408） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 造賀田万里線 不明 2.0 16.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス（7409） (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 造賀田万里線 不明 2.0 26.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

天池橋（80831） (ｱﾏｲｹﾊｼ) 竹原吉名線 2007 29.5 10.0 広島県 広島県 竹原市 Ⅰ

雄鹿原橋（5003） (ｵｶﾞﾊﾗﾊｼ) １８６号 1958 23.5 8.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

中野橋（5007） (ﾅｶﾉﾊｼ) １８６号 1960 11.3 9.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

布原橋（5021） (ﾇﾉﾊﾗﾊｼ) １８６号 1976 32.0 10.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

下栃山橋（5023） (ｼﾓﾄﾁﾔﾏﾊｼ) １８６号 1976 40.0 10.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

樫木橋（5039） (ｶﾀｷﾞﾊｼ) １９１号 1968 23.6 8.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

瀧山川橋（5068） (ﾀｷﾔﾏｶﾞﾜﾊｼ) ４３４号 1955 51.9 7.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

新海応寺橋（5110） (ｼﾝｶｲｵｳｼﾞﾊﾞｼ) ４３３号 1982 26.6 7.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋54（5535） (ﾑﾒｲﾊｼ54) 浜田八重可部線 不明 3.6 15.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋55（5536） (ﾑﾒｲﾊｼ55) 浜田八重可部線 不明 2.6 16.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

川井大橋（5538） (ｶﾜｲｵｵﾊｼ) 浜田八重可部線 1971 112.3 8.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

桜の花道橋（5539） (ｻｸﾗﾉﾊﾅﾐﾁﾊｼ) 浜田八重可部線 1996 119.0 3.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

郷橋（5540） （ｺﾞｳﾊｼ） 広島豊平線 不明 4.9 42.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋64（5541） (ﾑﾒｲﾊｼ64) 広島豊平線 不明 2.6 17.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

頼実橋（5564） （ﾖﾘｻﾞﾈﾊｼ） 千代田八千代線 不明 4.6 11.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

火の谷橋（5565） (ﾋﾉﾀﾆﾊｼ) 千代田八千代線 1994 7.0 9.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋79（5566） (ﾑﾒｲﾊｼ79) 千代田八千代線 2000 3.3 10.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

沼橋（5567） (ﾇﾏﾊｼ) 千代田八千代線 2005 12.9 11.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋80（5568） (ﾑﾒｲﾊｼ80) 千代田八千代線 不明 3.1 16.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

出原橋（5569） (ｲﾃﾞﾊﾗﾊｼ) 千代田八千代線 1992 14.4 11.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋81（5570） (ﾑﾒｲﾊｼ81) 千代田八千代線 不明 2.8 15.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

落合橋（5571） (ｵﾁｱｲﾊｼ) 千代田八千代線 1967 3.5 13.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋82（上り線）

（5572）

(ﾑﾒｲﾊｼ82(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 千代田八千代線 不明 3.6 8.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋82（下り線）

（5573）

(ﾑﾒｲﾊｼ82(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 千代田八千代線 不明 3.3 13.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

高野橋（5574） (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 芸北大朝線 1972 12.5 7.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋83（5575） (ﾑﾒｲﾊｼ83) 芸北大朝線 不明 3.2 14.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋84（5576） (ﾑﾒｲﾊｼ84) 芸北大朝線 不明 3.7 31.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

滝の口橋（5577） (ﾀｷﾉｸﾁﾊｼ) 芸北大朝線 1996 6.2 11.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

有石橋（5578） (ﾄﾓｲｼﾊｼ) 芸北大朝線 1965 7.5 7.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

筒賀橋（5579） (ﾂﾂｶﾞﾊﾞｼ) 筒賀停車場線 1964 106.0 5.6 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

栗原橋（5580） （ｸﾘﾊﾗﾊｼ） 三段峡線 1967 6.4 6.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

恐羅漢橋（5581） (ｵｿﾗｶﾝﾊｼ) 恐羅漢公園線 1987 14.0 12.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋87（5582） (ﾑﾒｲﾊｼ87) 恐羅漢公園線 不明 2.9 6.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋88（5583） (ﾑﾒｲﾊｼ88) 恐羅漢公園線 不明 2.5 9.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

内黒橋（5584） (ｳﾁｸﾞﾛﾊｼ) 恐羅漢公園線 1981 15.0 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋89（5585） (ﾑﾒｲﾊｼ89) 恐羅漢公園線 不明 4.3 5.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋90（5586） (ﾑﾒｲﾊｼ90) 恐羅漢公園線 不明 2.7 5.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋91（5587） (ﾑﾒｲﾊｼ91) 吉和戸河内線 不明 2.4 6.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

無名橋92（5588） (ﾑﾒｲﾊｼ92) 吉和戸河内線 不明 2.6 5.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

無名橋97（5590） (ﾑﾒｲﾊｼ97) 上筒賀筒賀停車場線 不明 4.0 4.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋98（5591） (ﾑﾒｲﾊｼ98) 上筒賀筒賀停車場線 不明 3.0 3.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋99（5592） (ﾑﾒｲﾊｼ99) 上筒賀筒賀停車場線 不明 2.0 7.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

川暮橋（5593） (ｶﾜｸﾚﾊｼ) 上筒賀筒賀停車場線 1981 7.9 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

鴨ヶ谷橋（5594） (ｶﾓｶﾞﾀﾆﾊｼ) 上筒賀筒賀停車場線 1991 6.7 8.6 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

正田橋（5595） (ﾏｻﾀﾞﾊｼ） 弁財天加計線 1992 6.8 27.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

西谷橋（5596） (ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 弁財天加計線 1959 6.2 8.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋108（5597） (ﾑﾒｲﾊｼ108) 弁財天加計線 不明 4.5 8.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

東谷橋（5598） （ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊｼ） 弁財天加計線 1986 10.3 9.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

高橋橋（5599） (ﾀｶﾊｼﾊﾞｼ) 小原猪山線 1994 21.4 8.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ
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大峠橋（5600） （ｵｵﾀｵﾊｼ） 小原猪山線 1951 4.5 3.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

渡原橋（5601） （ﾄﾊﾞﾗﾊｼ） 小原猪山線 1940 5.7 4.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

才ヶ谷橋（5602） （ｻｲｶﾞﾀﾆﾊｼ） 小原猪山線 1965 5.0 4.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

平見谷橋（5603） (ﾋﾗﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 小原猪山線 1996 7.1 8.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋119（5604） (ﾑﾒｲﾊｼ119) 小原猪山線 不明 2.3 12.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

新猪山大橋（5605） (ｼﾝｲﾉｼﾔﾏｵｵﾊｼ) 小原猪山線 1997 103.2 11.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

東八幡原橋（上り線）

（5606）

(ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀﾊﾞﾗﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 八幡雲耕線 不明 4.4 5.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

東八幡原橋（下り線）

（5607）

(ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀﾊﾞﾗﾊｼ(ｸﾀﾞﾞﾘｾﾝ) 八幡雲耕線 不明 3.6 4.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

上八幡橋（5608） (ｶﾐﾔﾜﾀﾊｼ) 八幡雲耕線 1960 9.6 6.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

鹿布施橋（5609） （ｼｶﾌｾﾊｼ） 八幡雲耕線 1961 3.1 8.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

落合橋（5610） （ｵﾁｱｲﾊｼ） 八幡雲耕線 1986 4.0 8.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

亀山橋（5611） (ｶﾒﾔﾏﾊｼ) 八幡雲耕線 2004 13.5 12.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

簾中橋（5612） (ｽﾀﾞﾚﾅｶﾊｼ) 小河内都志見線 1959 3.1 5.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

上北尾橋（5613） （ｶﾐｷﾀｵﾊｼ） 小河内都志見線 1959 2.3 6.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

中北尾橋（5614） （ﾅｶｷﾀｵﾊｼ） 小河内都志見線 1959 5.8 6.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

下北尾橋（5615） （ｼﾓｷﾀｵﾊｼ） 小河内都志見線 1959 6.3 5.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋110（5616） (ﾑﾒｲﾊｼ110) 小河内都志見線 不明 2.6 16.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋111（5617） (ﾑﾒｲﾊｼ111) 新庄千代田線 不明 3.0 7.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

婆橋（5618） （ﾊﾞﾊﾞﾊｼ） 志路原大朝線 1960 4.6 4.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

境橋（5619） （ｻｶｲﾊｼ） 志路原大朝線 1949 3.2 5.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋112（5620） (ﾑﾒｲﾊｼ112) 志路原大朝線 1986 5.1 15.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

土居橋（5621） （ﾄﾞｲﾊｼ） 志路原大朝線 1989 5.0 9.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋113（5622） (ﾑﾒｲﾊｼ113) 烏帽子中原線 不明 3.6 13.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

阿坂橋（5623） （ｱｻｶﾊｼ） 烏帽子中原線 不明 2.1 10.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

馬渡橋（5624） (ｳﾏﾜﾀﾘﾊｼ) 烏帽子中原線 1961 8.3 5.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

今田橋（5625） (ｲﾏﾀﾞﾊｼ) 烏帽子中原線 不明 2.7 4.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

千町原1号橋（5626） （ｾﾝﾏﾁﾊﾗ） 烏帽子中原線 1980 2.4 12.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

堀川橋（5627） （ﾎﾘｶﾜﾊｼ 烏帽子中原線 1957 3.0 7.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

竹内橋（5628） （ﾀｹｳﾁﾊｼ） 烏帽子中原線 1960 2.6 7.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

宮郷橋（5629） (ﾐﾔｺﾞｳﾊｼ) 烏帽子中原線 1971 15.2 7.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

河内橋（上り線）

（5630）

(ｺｳﾁﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 烏帽子中原線 1960 7.6 3.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

河内橋（下り線）

（5631）

(ｺｳﾁﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 烏帽子中原線 1960 7.6 4.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

西宗橋（5632） (ﾆｼﾑﾈﾊｼ) 烏帽子中原線 1985 11.8 8.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

代古川橋（5633） (ﾖｺｶﾜﾊｼ) 烏帽子中原線 1985 12.5 8.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

小川橋（5634） （ｵｶﾞﾜﾊｼ） 七曲千代田線 1935 3.5 4.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋114（5635） (ﾑﾒｲﾊｼ114) 七曲千代田線 不明 3.1 17.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

大畠橋（5636） (ｵｵﾊﾞﾀｹﾊｼ) 七曲千代田線 2013 30.5 8.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

本郷橋（5637） (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 七曲千代田線 1983 22.5 9.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

新火の原橋（5638） (ｼﾝﾋﾉﾊﾗﾊｼ) 七曲千代田線 1974 18.6 7.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

桜橋（5639） （ｻｸﾗﾊｼ） 七曲千代田線 1961 3.5 11.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋115（5640） (ﾑﾒｲﾊｼ115) 七曲千代田線 1986 2.4 10.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

都合谷橋（5641） (ﾂｺﾞｳﾀﾞﾆﾊｼ) 七曲千代田線 1993 16.0 11.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

奥見谷橋（5642） (ｵｸﾐﾀﾆﾊﾞｼ) 下石八重線 2001 7.9 7.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋116（5643） (ﾑﾒｲﾊｼ116) 下石八重線 2001 3.2 7.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

谷口橋（5644） (ﾀﾆｸﾞﾁﾊｼ) 下石八重線 2001 10.9 7.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋117（5645） (ﾑﾒｲﾊｼ117) 下石八重線 不明 4.1 9.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

西大原橋（5646） （ﾆｼｵｵﾊﾞﾗﾊｼ） 都志見千代田線 1967 5.0 5.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

東大原橋（5647） （ﾋｶﾞｼｵｵﾊﾞﾗﾊｼ） 都志見千代田線 1968 5.1 5.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

中渡橋（5648） (ﾅｶﾜﾀﾘﾊｼ) 都志見千代田線 2001 13.0 11.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

牛兼橋（5649） （ｷﾞｭｳｹﾝﾊｼ） 都志見千代田線 1971 3.1 3.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

小風呂橋（5650） （ｺﾌﾛﾊｼ） 都志見千代田線 不明 2.4 3.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

大穴橋（5651） （ｵｵｱﾅﾊｼ） 都志見千代田線 不明 2.4 3.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

大松原橋（5652） （ｵｵﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ） 都志見千代田線 不明 2.4 3.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

唐松一号橋（5653） （ｶﾗﾏﾂ） 都志見千代田線 1952 4.6 4.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

三日市上橋（5654） （ﾐｯｶｲﾁｶﾐﾊｼ） 都志見千代田線 1943 3.3 3.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

唐松口橋（5655） （ｶﾗﾏﾂｸﾞﾁﾊｼ） 都志見千代田線 1985 3.2 12.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ
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三日市橋（5656） (ﾐﾂｶｲﾁﾊｼ) 都志見千代田線 1974 8.2 7.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

本郷橋（5657） （ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ） 都志見千代田線 1943 8.9 3.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

大刈田橋（5658） (ｵｵｶﾘﾀﾊｼ) 都志見千代田線 1997 16.3 12.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋118（5659） (ﾑﾒｲﾊｼ118) 都志見千代田線 不明 2.1 17.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

宮前橋（5660） (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 金屋壬生線 不明 3.3 17.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

大朝大橋（5661） (ﾜｻｵｵﾊｼ) 芸北大朝線 2009 21.4 13.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

道上陸橋（10027） (ﾐﾁﾉｳｴﾘｸｷｮｳ) １８２号 1990 80.0 19.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

妙見橋（10048） (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) ４３２号 1932 22.4 8.4 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

高山上橋（10050） (ﾀｶﾔﾏｶﾐﾊｼ) １８２号 1977 24.0 7.6 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

沖浦橋（10086） (ｵｷｳﾗﾊｼ) 井原福山港線 1964 20.2 20.2 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

栄橋（10206） (ｻｶｴﾊｼ) 加茂油木線 1973 11.0 8.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

流田橋（10284） (ﾅｶﾞﾚﾀﾊｼ) 新市七曲西城線 1970 10.8 11.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

免田橋（10285） (ﾒﾝﾀﾞﾊｼ) 新市七曲西城線 1978 18.1 7.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

23ボックス（10288） （ﾎﾞｯｸｽ） 新市七曲西城線 不明 5.4 14.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

大黒橋（10290） (ﾀﾞｲｺｸﾊｼ) 新市七曲西城線 2009 7.0 3.7 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

吉ヶ迫橋（10295） (ﾖｼｶﾞｻｺﾊｼ) 新市七曲西城線 1987 14.2 7.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

室間橋（10301） （ﾎﾞｯｸｽ） 鞆松永線 1967 6.9 6.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新川橋（10316） （ﾎﾞｯｸｽ） 鞆松永線 1973 7.4 9.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新川橋側道橋（左）

（10317）

（ﾎﾞｯｸｽ） 鞆松永線 1973 8.0 2.3 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

23ボックス（10320） （ﾎﾞｯｸｽ） 鞆松永線 不明 3.0 18.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

30ムメイ橋（10327） （ﾑﾒｲ） 鞆松永線 不明 3.7 8.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

赤滝橋（10489） (ｱｶﾀｷﾊﾞｼ) 藤尾井関線 1941 16.8 3.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

一の滝橋（10490） (ｲﾁﾉﾀｷﾊｼ) 藤尾井関線 不明 12.4 3.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

赤瀧橋（10491） (ｱｶﾀｷﾊﾞｼ) 藤尾井関線 不明 9.9 3.7 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

不明橋（10493） (ﾌﾒｲﾊｼ) 藤尾井関線 不明 4.8 4.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

霧降橋（10494） (ｷﾘﾌﾘﾊｼ) 藤尾井関線 1970 25.0 4.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

道上陸橋(下り)

（10590）

(ﾐﾁﾉｳｴﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) １８２号 1989 80.2 10.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

下郷橋（10598） (ｼﾓｺﾞｳﾊｼ) 草木高光線 2013 19.5 14.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

新西ノ免橋（80021001） (ｼﾝﾆｼﾉﾒﾝ) 加茂油木線 2009 41.0 11.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80202101） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 加茂油木線 不明 2.5 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

水呑大橋（80202201） (ﾐﾉﾐｵｵﾊｼ) 福山鞆線 1981 358.2 20.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80202202） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 福山鞆線 不明 5.4 21.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

野田橋（80202206） (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 福山鞆線 1941 2.6 25.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

相渡上橋（80202501） (ｱｲﾄﾞｶﾐﾊｼ) 三原東城線 1992 30.6 9.2 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

相渡下橋（80202502） (ｱｲﾄﾞｼﾓﾊｼ) 三原東城線 1993 51.8 9.2 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

新剣橋-1（80202503） (ｼﾝﾂﾙｷﾞﾊﾞｼ) 三原東城線 1992 50.0 9.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

新剣橋-2（80202504） (ｼﾝﾂﾙｷﾞﾊﾞｼ) 三原東城線 1992 40.0 9.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

無名橋（80204701） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 鞆松永線 不明 2.5 3.6 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

宮ノ前橋（80204702） (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 鞆松永線 1983 21.6 9.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

扇橋（80204801） (ｵｳｷﾞﾊﾞｼ) 府中松永線 1937 153.2 6.3 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

扇橋側道橋（80204802） (ｵｳｷﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 府中松永線 1983 156.0 3.3 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

柞磨大橋（ＰＣ部）

（80204803）

(ﾀﾙﾏｵｵﾊｼ(PCﾌﾞ) 府中松永線 1994 180.0 9.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

山南川橋(PC部)

（80205301）

(ｻﾝﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ(PCﾌﾞ) 沼隈横田港線 1982 144.2 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

睦橋（80205303） (ﾑﾂﾐﾊﾞｼ) 沼隈横田港線 1979 219.8 9.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

内海大橋－１

（80205307）

(ｳﾂﾐｵｵﾊｼ) 沼隈横田港線 1992 107.0 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

内海大橋－３

（80205309）

(ｳﾂﾐｵｵﾊｼ) 沼隈横田港線 1992 220.0 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

済美大橋（上り線）

（80205401）

(ｾｲﾋﾞｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 福山尾道線 1956 46.3 10.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

済美大橋(下り線)

（80205402）

(ｾｲﾋﾞｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 福山尾道線 1980 46.3 11.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80205403） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 福山尾道線 不明 2.6 13.7 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80205404） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 福山尾道線 不明 2.1 13.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80205407）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山尾道線 不明 3.0 26.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80205408） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 福山尾道線 不明 2.0 12.3 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

天神橋（80207201） (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 福山沼隈線 不明 10.6 7.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

佐賀田橋（80315706） (ｻｶﾞﾀﾊｼ) 松永新市線 1985 180.6 12.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

枝広橋（80315812） (ｴﾀﾞﾋﾛﾊﾞｼ) 尾道新市線 1971 13.8 4.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

上戸手跨線橋

（80318112）

(ｶﾐﾄﾃﾞｺｾﾝｷｮｳ) 下御領新市線 1935 11.2 6.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ
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無名ボックス

（80324402）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港線 不明 6.2 25.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80324403）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港線 不明 5.0 20.2 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

三城橋（80324404） (ｻﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 福山港線 不明 5.8 20.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

手城橋（80324405） (ﾃｼﾛﾊﾞｼ) 福山港線 1970 3.8 20.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80324406）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港線 不明 5.0 29.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80324407）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港線 不明 3.8 25.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80324408） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 福山港線 不明 3.9 25.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80324409）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港線 不明 5.2 25.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

平谷橋（80325101） (ﾋﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 後山公園洗谷線 1973 32.3 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

後山桟道橋（80325102） (ｱﾄﾔﾏｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 後山公園洗谷線 1972 41.0 3.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80326001）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 福山港松浜線 不明 9.1 29.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

四ツ樋橋（80326003） (ﾖﾂﾋﾊﾞｼ) 福山港松浜線 1957 19.5 11.1 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

大渡橋（80337804） (ｵｵﾜﾀﾘﾊｼ) 御幸松永線 1996 234.0 14.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338003） (ﾑﾒｲﾊｼ) 水呑手城線 2002 3.2 28.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338004）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 7.0 32.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80338005）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 3.4 32.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

芦田川大橋（80338006） (ｱｼﾀﾞｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 水呑手城線 2004 491.0 25.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80338007）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 7.0 30.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338008）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 7.0 30.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338009）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 7.0 28.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338010）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 2002 5.0 27.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80338011） (ﾑﾒｲﾊｼ) 水呑手城線 2002 3.4 48.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338012） (ﾑﾒｲﾊｼ) 水呑手城線 不明 2.0 25.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

三ツ樋6号橋

（80338013）

(ﾐﾂﾋﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 水呑手城線 1973 6.0 25.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

曙4号橋（80338014） (ｱｹﾎﾞﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 水呑手城線 1966 5.9 25.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338015）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 水呑手城線 不明 3.9 29.1 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80338016） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 水呑手城線 2002 2.5 30.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

葛城橋（80338017） (ｶﾂﾗｷﾞﾊﾞｼ) 水呑手城線 2002 11.7 25.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

坂根橋（80338101） (ｻｶﾈﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 1961 10.4 5.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80338102） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 不明 2.8 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

山方橋（80338103） (ﾔﾏｶﾀﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 1966 18.9 5.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

筒井橋（80338104） (ﾂﾂｲﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 1967 19.1 6.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80338105） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 不明 2.2 9.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

大景橋（80338106） (ｵｵｶｹﾞﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 1968 3.2 6.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338108） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 不明 2.2 34.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

岩足橋（80338109） (ｲﾜﾀｼﾊﾞｼ) 熊野瀬戸線 1972 17.6 9.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

岩足橋歩道橋

（80338110）

(ｲﾜﾀｼﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 熊野瀬戸線 1979 17.3 2.6 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名ボックス

（80338201）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 熊野松永線 1996 2.1 10.4 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名ボックス

（80338202）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 熊野松永線 1996 5.1 11.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

菅田橋（80338203） (ｽｹﾞﾀﾊﾞｼ) 熊野松永線 1973 4.3 7.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338204）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 熊野松永線 1986 3.1 8.6 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

ナラキ橋（80338205） (ﾅﾗｷﾊﾞｼ) 熊野松永線 1971 4.2 4.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新川橋（80338206） (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 熊野松永線 1958 5.8 10.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80338301）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 篠根高尾線 不明 3.1 10.5 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

無名ボックス

（80338302）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 篠根高尾線 不明 3.3 5.0 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

無名ボックス

（80338304）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 篠根高尾線 不明 3.7 9.0 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

内浦橋（80338501） (ｳﾁｳﾗﾊﾞｼ) 内浦箱崎港線 1968 4.0 8.4 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80338502） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 内浦箱崎港線 不明 2.0 8.7 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80338503） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 内浦箱崎港線 不明 2.9 7.7 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋（80338504） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 内浦箱崎港線 不明 2.7 6.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338601） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 田島循環線 不明 2.0 6.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

南橋（80338602） (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 田島循環線 1964 2.6 7.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

明見橋（80338603） (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 田島循環線 1964 3.7 3.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

大畑橋（80338604） (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 田島循環線 1964 2.4 7.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338605） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 田島循環線 1964 2.0 11.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338606） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 田島循環線 不明 3.3 4.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ
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釜谷橋（80338607） (ｶﾏﾔﾊﾞｼ) 田島循環線 1966 3.1 9.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

弁天橋（80338701） (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 横島循環線 1997 12.1 11.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

向橋（80338702） (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 横島循環線 1956 2.7 10.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

入双橋（80338703） (ﾆｭｳｿｳﾊﾞｼ) 横島循環線 1964 5.4 3.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80338704） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横島循環線 1964 2.1 3.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338705） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横島循環線 不明 2.2 3.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80338706） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横島循環線 不明 3.0 11.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

岩谷1号橋（80338707） (ｲﾜﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 横島循環線 1964 5.8 7.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338708） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横島循環線 不明 2.2 8.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80338709） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横島循環線 不明 2.6 6.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

下高倉橋（80338804） (ｼﾓﾀｶｸﾗﾊｼ) 木野山府中線 不明 5.0 8.9 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

鞆渡橋（80338901） (ﾄﾓﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 草深古市松永線 不明 23.5 13.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

神原橋（80338903） (ｶﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 草深古市松永線 不明 5.1 6.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

常石橋（80338904） (ﾂﾈｲｼﾊﾞｼ) 草深古市松永線 1952 2.4 5.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339001）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 3.8 8.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339002）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 2.6 9.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339003）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 2.3 7.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339004）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 2.9 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

今信橋（80339005） (ｺﾝﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 三谷神辺線 2009 14.8 10.2 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

宮前橋（80339006） (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 三谷神辺線 1961 9.4 6.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339007）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 2.1 9.7 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80339008） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 三谷神辺線 不明 2.2 7.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

掛の橋（80339009） (ｶｹﾉﾊﾞｼ) 三谷神辺線 1937 49.2 5.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339011）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 三谷神辺線 不明 2.4 4.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

上岩成陸橋（80339101） (ｶﾐｲﾜﾅﾘﾘｯｷｮｳ) 加茂福山線 1990 109.6 14.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

森脇橋（80339102） (ﾓﾘﾜｹﾊﾞｼ) 加茂福山線 1996 245.0 25.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339103）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 6.1 14.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80339104） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 加茂福山線 不明 2.4 16.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

牛田橋（80339105） (ｳｼﾀﾊﾞｼ) 加茂福山線 1989 30.4 22.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339106）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 3.1 26.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

下岩成橋（80339107） (ｼﾓｲﾜﾅﾘﾊﾞｼ) 加茂福山線 1988 7.7 23.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80339108）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 2.1 33.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80339109） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 加茂福山線 不明 7.4 110.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新茶屋橋（80339110） (ｼﾝﾁｬﾔﾊﾞｼ) 加茂福山線 1938 8.5 10.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

鶴ケ橋（80339111） (ﾂﾙｶﾞﾊﾞｼ) 加茂福山線 1936 89.1 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339113）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 2.3 31.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

中市橋（80339114） (ﾅｶｲﾁﾊﾞｼ) 加茂福山線 1998 8.8 25.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339115）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 7.0 22.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339116）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 7.6 25.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339117）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 8.4 29.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80339118）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 7.0 32.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

久松橋上り線

（80339119）

(ﾋｻﾏﾂﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 加茂福山線 2001 17.0 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

久松橋下り線

（80339120）

(ﾋｻﾏﾂﾊﾞｼｸﾀﾞﾘｾﾝ) 加茂福山線 1999 16.0 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339121）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 2.1 40.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

石原高架橋（80339122） (ｲｼﾊﾗｺｳｶｷｮｳ) 加茂福山線 2000 67.4 30.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339123）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 7.3 28.3 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名ボックス

（80339124）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 加茂福山線 不明 8.3 28.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋（80339126） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 加茂福山線 1990 5.8 5.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

二葉大橋（80339127） (ﾌﾀﾊﾞｵｵﾊｼ) 加茂福山線 1973 52.0 16.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

早田橋（80339306） (ﾊﾔﾀﾞﾊﾞｼ) 粟根神辺線 1962 60.0 6.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

蓮池川橋（80339501） (ﾊｽｲｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 川南近田線 1964 7.0 18.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

川南橋（80339502） (ｶﾜﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 川南近田線 1972 7.4 14.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

白鷺橋（80339503） (ｼﾗｻｷﾞﾊﾞｼ) 川南近田線 1970 81.9 9.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339504）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 川南近田線 不明 7.4 14.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339505）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 川南近田線 不明 3.1 15.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

森脇橋（80339506） (ﾓﾘﾜｷﾊﾞｼ) 川南近田線 1983 6.1 36.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ
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石井橋（80339507） (ｲｼｲﾊﾞｼ) 川南近田線 1983 5.6 7.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋（80339508） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 川南近田線 不明 2.8 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

ノブヤマ橋（80339509） (ﾉﾌﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 川南近田線 1983 6.0 7.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名ボックス

（80339510）

(ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 川南近田線 不明 2.3 107.1 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

ミゾテ橋（80339511） (ﾐｿﾞﾃﾊﾞｼ) 川南近田線 1930 4.6 14.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

蓬莱橋（80339512） (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 川南近田線 1930 10.0 8.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

蓬来橋歩道橋

（80339513）

(ﾎｳﾗｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 川南近田線 不明 10.9 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

福戸橋（80339703） (ﾌｸﾄﾊｼ) 福田戸手線 1956 215.6 5.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

福戸橋歩道橋

（80339704）

(ﾌｸﾄﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 福田戸手線 1976 216.9 2.5 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

藤ヶ森橋（80339805） (ﾌｼﾞｶﾞﾓﾘﾊｼ) 新山府中線 1936 66.0 5.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

清岳二号橋（80342106） (ｷﾖﾀｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 矢多田阿字線 1963 11.4 4.5 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

山波跨線橋

（070100212）

(ｻﾝﾊﾞｺｾﾝｷｮｳ) ２号 1958 23.0 9.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

西御所跨線橋(I桁鋼床)

（070118414）

(ﾆｼｺﾞｼｮｺｾﾝｷｮｳ) １８４号 1968 14.1 10.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋156-1

（070315601）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-1) 御調久井線 不明 3.6 34.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

平成橋（070315602） (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 御調久井線 不明 18.5 11.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

西塚橋（070315603） (ﾆｼﾂｶﾊｼ) 御調久井線 1997 28.4 10.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

公文橋（070315604） (ｸﾓﾝﾊﾞｼ) 御調久井線 1994 12.0 10.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

山神橋（070315605） (ﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ) 御調久井線 1999 13.0 11.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

かねぶち橋

（070315606）

(ｶﾈﾌﾞﾁﾊｼ) 御調久井線 2000 19.3 12.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋156-2

（070315607）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-2) 御調久井線 不明 3.5 13.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

綾目橋（070315608） (ｱﾔﾒﾊﾞｼ) 御調久井線 2001 18.2 11.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋156-3

（070315609）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-3) 御調久井線 不明 3.8 26.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋156-4

（070315610）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-4) 御調久井線 不明 4.6 15.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋156-5

（070315611）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-5) 御調久井線 不明 4.5 5.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋156-6

（070315612）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-6) 御調久井線 不明 4.6 23.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋156-7

（070315613）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-7) 御調久井線 不明 4.7 16.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋156-8

（070315614）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-8) 御調久井線 不明 4.0 4.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋156-10

（070315616）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-10) 御調久井線 不明 3.2 4.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

行広橋（070315617） (ﾕｷﾋﾛﾊｼ) 御調久井線 不明 7.4 5.3 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋156-11

（070315618）

(ﾑﾒｲｷｮｳ156-11) 御調久井線 不明 3.1 20.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

ガツコウマエ

（070319301）

(ｶﾞﾂｺｳﾏｴ) 本郷停車場線 不明 2.1 5.4 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋377-5

（070337711）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-5) 向島循環線 不明 3.5 9.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

くろさき橋

（070337712）

(ｸﾛｻｷﾊｼ) 向島循環線 不明 7.0 31.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋377-6

（070337713）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-6) 向島循環線 不明 3.9 22.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋377-7

（070337714）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-7) 向島循環線 不明 3.7 19.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

中倉橋(RCT桁)

（070338301）

(ﾅｶｸﾗﾊｼ) 篠根高尾線 不明 7.0 5.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

新大和橋（070338303） (ｼﾝﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 篠根高尾線 2004 24.4 11.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

大和橋（070338304） (ﾔﾏﾄﾊｼ) 篠根高尾線 不明 8.6 6.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

高砂橋（070338305） (ﾀｶｻｺﾞﾊｼ) 篠根高尾線 1980 13.8 7.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

八田原大橋

（070340401）

(ﾊﾂﾀﾊﾞﾗｵｵﾊｼ) 小谷宇津戸線 1989 230.0 10.6 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

指ヶ平1号橋

（070340402）

(ｻｼｶﾞﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小谷宇津戸線 1989 80.0 9.8 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

指ヶ平2号橋

（070340403）

(ｻｼｶﾞﾋﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 小谷宇津戸線 1988 21.4 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

高山橋（070340404） (ﾀｶﾔﾏﾊﾞｼ) 小谷宇津戸線 1986 21.0 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

権現1号橋（070340405） (ｺﾞﾝｹﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小谷宇津戸線 1984 14.0 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

権現2号橋（070340406） (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小谷宇津戸線 1986 22.5 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

観音平1号橋

（070340407）

(ｶﾝﾉﾝﾋﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 小谷宇津戸線 1988 19.5 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

観音平2号橋

（070340408）

(ｶﾝﾉﾝﾋﾞﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 小谷宇津戸線 1988 50.1 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

無名橋404-1

（070340409）

(ﾑﾒｲｷｮｳ404-1) 小谷宇津戸線 不明 4.1 9.1 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

田野原橋（070340410） (ﾀﾉﾊﾗﾊｼ) 小谷宇津戸線 1968 20.5 8.7 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

仮屋橋（070340411） (ｶﾘﾔﾊﾞｼ) 小谷宇津戸線 1979 29.9 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

背戸山橋（070340412） (ｾﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 小谷宇津戸線 1986 40.0 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

奴田橋（070340501） (ﾇﾀﾊﾞｼ) 東上原中原線 1986 44.5 9.8 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

屯田橋（070340502） (ﾄﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 東上原中原線 不明 3.6 7.7 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

目谷橋（070340701） (ﾒﾀﾞﾆﾊｼ) 徳市津口線 不明 13.4 7.1 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

新開橋（070340702） (ｼﾝｶｲﾊｼ) 徳市津口線 不明 17.6 8.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

新石川橋（070340801） (ｼﾝｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 中安田田打線 2008 21.0 12.3 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ
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石川橋（070340802） (ｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 中安田田打線 1960 5.0 6.4 広島県 広島県 世羅町 Ⅲ

いちのたに橋

（070340803）

(ｲﾁﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 中安田田打線 2011 31.9 10.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

芋尻橋（070340804） (ｲﾓｼﾞﾘﾊﾞｼ) 中安田田打線 不明 4.8 10.6 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

広瀬橋（070340805） (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 中安田田打線 1985 34.9 10.1 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

火野目橋（070340901） (ﾋﾉﾒﾊﾞｼ) 津口国兼線 2001 17.2 15.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

新原谷橋（070340902） (ﾆｲﾊﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 津口国兼線 1962 17.4 8.3 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

新原谷二号橋

（070340903）

(ﾆﾊﾗﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 津口国兼線 1962 4.0 4.3 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

後谷橋（070340904） (ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊｼ) 津口国兼線 1995 11.6 10.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋409-1

（070340905）

(ﾑﾒｲｷｮｳ409-1) 津口国兼線 不明 3.6 10.7 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

黒見橋（070342801） (ｸﾛﾐﾊﾞｼ) 宇賀安田線 1966 9.3 5.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

殿風呂橋（070342802） (ﾄﾉﾌﾞﾛﾊﾞｼ) 宇賀安田線 1963 3.3 7.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

鞆繁橋（070342803） (ﾄﾓｼｹﾞﾊｼ) 宇賀安田線 1932 11.5 7.6 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

エキユキ橋

（070321001）

(ｴｷﾕｷﾊｼ) 安芸幸崎停車場線 不明 3.9 4.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋344-1

（070334401）

(ﾑﾒｲｷｮｳ344-1) 大草三原線 不明 2.6 8.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

河頭橋（070334402） (ｺｳｽﾞﾊﾞｼ) 大草三原線 不明 12.6 8.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

河頭橋（070334403） (ｺｳｽﾞﾊｼ) 大草三原線 不明 7.5 8.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

鳥落橋（070334406） (ﾄﾘｵﾁﾊｼ) 大草三原線 1980 26.0 5.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

一の井手橋

（070334407）

(ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊｼ) 大草三原線 1963 15.6 5.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

市場橋（070334408） (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 大草三原線 不明 6.0 3.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

皆井田橋（070334409） (ﾐﾅｲﾀﾞﾊｼ) 大草三原線 2007 20.0 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋344-2

（070334410）

(ﾑﾒｲｷｮｳ344-2) 大草三原線 不明 7.3 19.1 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

竹の内橋（070334411） (ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ) 大草三原線 不明 10.1 6.4 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

浅鍋橋（070334413） (ｱｻﾅﾍﾞﾊｼ) 大草三原線 1998 18.9 11.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

大石橋（070334501） (ｵｵｲｼﾊｼ) 上徳良久井線 1984 18.0 9.3 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

ハナサキ橋

（070334502）

(ﾊﾅｻｷﾊｼ) 上徳良久井線 不明 7.0 5.6 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

ハラ橋（070334503） (ﾊﾗﾊﾞｼ) 上徳良久井線 不明 9.5 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

黒河橋（070334504） (ｸﾛｺﾞｳﾊｼ) 上徳良久井線 1995 17.0 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋345-1

（070334505）

(ﾑﾒｲｷｮｳ345-1) 上徳良久井線 不明 4.4 23.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋345-2

（070334506）

(ﾑﾒｲｷｮｳ345-2) 上徳良久井線 不明 4.6 8.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-1

（070336101）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-1) 佐木島線 不明 4.7 14.1 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-2

（070336102）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-2) 佐木島線 不明 5.5 10.6 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-3

（070336103）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-3) 佐木島線 不明 3.2 12.4 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋361-4

（070336104）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-4) 佐木島線 不明 3.3 10.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-5

（070336105）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-5) 佐木島線 不明 4.3 12.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

須ノ上橋（070336106） (ｽﾉｶﾐﾊｼ) 佐木島線 不明 5.6 5.5 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋361-6

（070336107）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-6) 佐木島線 不明 2.2 13.4 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-7

（070336108）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-7) 佐木島線 不明 3.8 9.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-8

（070336109）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-8) 佐木島線 不明 3.5 19.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋361-9

（070336110）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-9) 佐木島線 不明 4.1 12.0 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

無名橋361-10

（070336111）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-10) 佐木島線 不明 2.2 10.1 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋361-11

（070336112）

(ﾑﾒｲｷｮｳ361-11) 佐木島線 不明 2.7 9.0 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

長崎橋（070336601） (ﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 西浦三庄田熊線 不明 2.8 8.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

東西橋（070336602） (ﾄｳｻﾞｲﾊﾞｼ) 西浦三庄田熊線 1985 13.8 21.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋366-1

（070336603）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-1) 西浦三庄田熊線 不明 2.8 14.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋366-2

（070336604）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-2) 西浦三庄田熊線 不明 2.6 17.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋366-3

（070336605）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-3) 西浦三庄田熊線 不明 3.6 14.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

中浜橋（070336606） (ﾅｶﾊﾏﾊｼ) 西浦三庄田熊線 1985 13.2 16.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

新入川橋（070336607） (ｼﾝｲﾘｶﾜﾊﾞｼ) 西浦三庄田熊線 1988 74.7 12.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

外浦橋（070336608） (ｿﾄｳﾗﾊﾞｼ) 西浦三庄田熊線 1970 4.6 6.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋366-4

（070336609）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-4) 西浦三庄田熊線 不明 3.0 10.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

無名橋366-5

（070336610）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-5) 西浦三庄田熊線 不明 4.2 9.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

めいじ橋（070336611） (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 西浦三庄田熊線 不明 11.0 13.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋366-6

（070336612）

(ﾑﾒｲｷｮｳ366-6) 西浦三庄田熊線 不明 3.6 17.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

金山橋（070336613） (ｶﾅﾔﾏﾊｼ) 西浦三庄田熊線 不明 7.4 18.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋367-1

（070336701）

(ﾑﾒｲｷｮｳ367-1) 中庄重井線 不明 2.2 11.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋367-2

（070336702）

(ﾑﾒｲｷｮｳ367-2) 中庄重井線 不明 3.4 20.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ
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無名橋370-1

（070337001）

(ﾑﾒｲｷｮｳ370-1) 高根島線 不明 8.7 11.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋370-2

（070337002）

(ﾑﾒｲｷｮｳ370-2) 高根島線 不明 2.6 11.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋370-3

（070337003）

(ﾑﾒｲｷｮｳ370-3) 高根島線 不明 2.6 15.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

栄高橋（070337004） (ｻｶｴﾀﾞｶﾊﾞｼ) 高根島線 不明 3.5 4.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

葭浦橋（070337005） (ﾖｼｳﾗﾊﾞｼ) 高根島線 2002 14.6 7.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

岡条橋（070337201） (ｵｶｼﾞﾖｳﾊｼ) 林御寺線 2004 9.1 13.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋372-1

（070337202）

(ﾑﾒｲｷｮｳ372-1) 林御寺線 不明 4.0 7.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋372-2

（070337203）

(ﾑﾒｲｷｮｳ372-2) 林御寺線 不明 3.6 12.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋372-3

（070337204）

(ﾑﾒｲｷｮｳ372-3) 林御寺線 不明 3.6 30.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

ニシカワ橋

（070337501）

(ﾆｼｶﾜﾊｼ) 吉田丸門田線 不明 4.5 4.6 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋375-1

（070337502）

(ﾑﾒｲｷｮｳ375-1) 吉田丸門田線 不明 3.1 15.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋375-2

（070337503）

(ﾑﾒｲｷｮｳ375-2) 吉田丸門田線 不明 4.5 5.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

大坪橋（070337504） (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 吉田丸門田線 不明 8.0 4.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

新大坪橋（070337505） (ｼﾝｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 吉田丸門田線 2006 21.0 12.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

丸門田橋（070337506） (ﾏﾙﾓﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 吉田丸門田線 1994 36.0 10.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

丸河南橋（070337507） (ﾏﾙｶﾅﾝﾊﾞｼ) 吉田丸門田線 1998 44.8 11.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋376-2

（070337602）

(ﾑﾒｲｷｮｳ376-2) 立花池田線 不明 12.4 22.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

高見橋(鋼I桁)

（070337603）

(ﾀｶﾐﾊﾞｼ) 立花池田線 不明 9.6 6.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋376-4

（070337605）

(ﾑﾒｲｷｮｳ376-4) 立花池田線 不明 7.8 31.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋376-5

（070337606）

(ﾑﾒｲｷｮｳ376-5) 立花池田線 不明 2.4 20.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋376-6

（070337607）

(ﾑﾒｲｷｮｳ376-6) 立花池田線 不明 3.0 5.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋376-7

（070337608）

(ﾑﾒｲｷｮｳ376-7) 立花池田線 不明 6.7 23.2 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

江尻橋（070337701） (ｴｼﾞﾘﾊﾞｼ) 向島循環線 1971 22.7 13.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

歌島橋（070337702） (ｳﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 向島循環線 1971 21.7 12.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋377-1

（070337703）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-1) 向島循環線 不明 2.3 13.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋377-2

（070337705）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-2) 向島循環線 不明 3.4 14.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋377-3

（070337706）

(ﾑﾒｲｷｮｳ377-3) 向島循環線 不明 2.4 12.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

江ノ浦橋（070337708） (ｴﾉｳﾗﾊｼ) 向島循環線 不明 4.2 18.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

高見橋（070337709） (ﾀｶﾐﾊｼ) 向島循環線 不明 4.0 5.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

大町橋（070337710） (ｵｵﾏﾁﾊｼ) 向島循環線 不明 2.4 33.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋-6（70337608） (ﾑﾒｲﾊｼ-6) 立花池田線 不明 2.8 5.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

新開橋（9012） (ｼﾝｶｲﾊｼ) １８４号 1974 14.7 9.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅲ

川口橋（拡幅部）

（9019）

(ｶﾜｸﾞﾁﾊｼ) １８４号 1968 10.3 10.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅲ

平田橋（9082） (ﾋﾗﾀﾊｼ) ４３２号 1947 12.2 8.9 広島県 広島県 世羅町 Ⅲ

高丸2号橋（1102703） (ﾀｶﾏﾙﾆｺﾞｳﾊｼ) 吉舎油木線 1976 2.6 12.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1102704）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 吉舎油木線 不明 2.6 16.6 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

大谷橋（1102705） (ｵｵﾀﾞﾆﾊｼ) 吉舎油木線 1966 4.3 12.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1104501）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次大和線 不明 3.6 27.2 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1104502）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次大和線 不明 2.9 32.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

上森谷橋（1104503） (ｶﾐﾓﾘﾀﾆﾊｼ) 三次大和線 1961 2.6 10.7 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

森谷橋（1104504） (ﾓﾘﾀﾆﾊｼ) 三次大和線 1928 2.1 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1104505）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次大和線 1992 3.3 29.1 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1105102）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 甲山甲奴上市線 不明 3.1 20.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

同道橋（1105103） (ﾄﾞｳﾐﾁﾊｼ) 甲山甲奴上市線 不明 2.9 23.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

寺沖橋（1105106） (ﾃﾗｵｷﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1991 11.6 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

欠ケ戸橋（1105107） (ｶｹﾄﾞﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1990 12.7 11.1 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1105108）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 甲山甲奴上市線 不明 3.6 12.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

宮沖橋（1105109） (ﾐﾔｵｷﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1978 41.1 8.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

柳橋（1105110） (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1984 15.0 9.6 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

友森橋（1105111） (ﾄﾓﾓﾘﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1991 8.7 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

福田1号橋（1105112） (ﾌｸﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1960 4.3 8.7 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

福田2号橋（1105113） (ﾌｸﾀﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1960 4.3 15.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

大真坊橋（1105114） (ﾀｲｼﾝﾎﾞｳﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1998 10.2 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

大坪橋（1105115） (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1999 16.0 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1105116）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 甲山甲奴上市線 不明 8.2 12.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

杉崎橋（1105117） (ｽｷﾞｻｷﾊｼ) 甲山甲奴上市線 2001 31.9 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ
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岩倉橋（1105118） (ｲﾜｸﾗﾊｼ) 甲山甲奴上市線 1995 10.4 11.6 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

頼藤大橋（1105120） (ﾖﾘﾄｳｵｵﾊｼ) 甲山甲奴上市線 2009 33.4 10.9 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

半原橋（1105203） (ﾊﾝﾊﾞﾗﾊｼ) 世羅甲田線 1984 2.6 11.2 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

高鉢橋（1105204） (ﾀｶﾊﾁﾊｼ) 世羅甲田線 1969 2.6 8.6 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

万堂橋（1105601） (ﾏﾝﾄﾞｳﾊｼ) 府中世羅三和線 1983 3.1 10.2 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

大路鹿橋（1105602） (ｵｵﾛｼﾞｶﾊｼ) 府中世羅三和線 1983 2.6 19.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

灰ケ谷橋（1105603） (ﾊｲｶﾞﾀﾆﾊｼ) 府中世羅三和線 1984 3.1 9.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1105604）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 府中世羅三和線 1999 3.6 11.8 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

陰地橋（1105605） (ｵﾝｼﾞﾊｼ) 府中世羅三和線 2006 5.0 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート

（1106102）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次庄原線 不明 3.1 17.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1106103）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次庄原線 不明 6.4 22.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

沖江大橋（1106104） (ｵｷｴｵｵﾊｼ) 三次庄原線 1995 22.8 13.6 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1106303）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次三和線 不明 3.3 18.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1106304）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 三次三和線 不明 2.6 10.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

国光橋（1106306） (ｸﾆﾐﾂﾊｼ) 三次三和線 1980 3.1 12.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

小谷橋（1106307） (ｺﾀﾆﾊｼ) 三次三和線 1980 3.6 10.6 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

梶田大橋(鋼トラス部)

（11163）

(ｶｼﾞﾀｵｵﾊｼ(ｺｳﾄﾗｽﾌﾞ) 吉舎油木線 1993 63.9 10.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

祝橋（鋼トラス部）

（11170）

(ｲﾜｲ) 三次江津線 1959 102.0 6.0 広島県 広島県 三次市 Ⅲ

上原跨線橋（11245） (ｶﾝﾊﾞﾗｺｾﾝｷｮｳ) ３７５号 1976 174.5 8.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

紙屋橋（1142702） (ｶﾐﾔﾊｼ) 宇賀矢野線 1978 5.7 9.9 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

小童大橋（1142703） (ﾋﾁｵｵﾊｼ) 宇賀矢野線 1984 20.0 9.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート

（1142704）

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 宇賀矢野線 不明 3.6 24.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

仮屋谷1号橋（1144101） (ｶﾘﾔﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 七塚三良坂線 1996 7.2 8.8 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

岬橋（1144102） (ﾐｻｷﾊｼ) 七塚三良坂線 1995 6.9 8.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

仮屋谷3号橋（1144103） (ｶﾘﾔﾀﾆｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 七塚三良坂線 1995 11.0 8.8 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

神野瀬橋（1145604） (ｶﾝﾉｾﾊｼ) 下門田泉吉田線 1963 60.0 6.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

紅葉橋（1145605） (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 下門田泉吉田線 2004 74.0 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

沓ケ原大橋（1145606） (ｸﾂｶﾞﾊﾗｵｵﾊｼ) 下門田泉吉田線 2006 136.0 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

今谷橋（1145607） (ｲﾏﾀﾞﾆﾊｼ) 下門田泉吉田線 2003 13.0 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

新寺原橋（1145612） (ｼﾝﾃﾗﾊﾗﾊｼ) 下門田泉吉田線 1995 55.5 8.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

宮が原橋（1145613） (ﾐﾔﾊﾗﾊｼ) 下門田泉吉田線 1982 50.0 9.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

櫃田口橋（1145616） (ﾋﾂﾀｸﾞﾁﾊｼ) 下門田泉吉田線 1961 13.3 9.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

無名橋（6550.0）

（100203901）

(ﾑﾒｲﾊｼ(6550.0) 三次高野線 1960 2.7 9.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

道後山橋（100325001） (ﾄﾞｳｺﾞﾔﾏﾊｼ) 道後山公園線 1960 7.5 9.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

三坂中組橋

（100325002）

(ﾐｻｶﾅｶｸﾐﾊｼ) 道後山公園線 1910 4.1 9.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（4000.0）

（100325003）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4000.0) 道後山公園線 1960 6.1 7.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（730.0）

（100325401）

(ﾑﾒｲﾊｼ(730.0) 比婆山公園線 1950 2.3 3.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

黒石谷二橋

（100325402）

(ｸﾛｲｼﾀﾆﾆﾊｼ) 比婆山公園線 1955 3.3 3.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（2375.0）

（100325403）

(ﾑﾒｲﾊｼ(2375.0) 比婆山公園線 1910 4.0 4.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

黒谷橋（100325404） (ｸﾛﾀﾆﾊｼ) 比婆山公園線 1968 7.0 6.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

石川二号橋

（100325405）

(ｲｼｶﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 比婆山公園線 1968 4.0 6.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

石川一号橋

（100325406）

(ｲｼｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 比婆山公園線 1967 8.5 6.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

萩峠下橋（100325407） (ﾊｷﾞﾀｵｼﾓﾊｼ) 比婆山公園線 1910 2.0 3.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

植本橋（100325408） (ｳｴﾓﾄﾊｼ) 比婆山公園線 1951 5.0 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

上尺田上橋

（100325409）

(ｶﾐｼｬｸﾀﾞｶﾐﾊｼ) 比婆山公園線 1910 2.0 4.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（5584.0）

（100325410）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5584.0) 比婆山公園線 1966 6.0 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

神前橋（100325411） (ｼﾝｾﾞﾝﾊｼ) 比婆山公園線 1966 6.5 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋（6950.0）

（100325412）

(ﾑﾒｲﾊｼ(6950.0) 比婆山公園線 1950 5.8 10.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（8034.3）

（100325413）

(ﾑﾒｲﾊｼ(8034.3) 比婆山公園線 1958 2.3 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

下尺田橋（100325414） (ｼﾓｼｬｸﾀﾞﾊｼ) 比婆山公園線 1966 10.4 8.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

長者原橋（100325415） (ﾁｮｳｼｬﾊﾗﾊｼ) 比婆山公園線 1965 2.6 9.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

田守中橋（100325416） (ﾀﾓﾘﾅｶﾊｼ) 比婆山公園線 1965 2.5 9.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

田守下橋（100325417） (ﾀﾓﾘｼﾓﾊｼ) 比婆山公園線 1965 2.6 8.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

土元橋（100325418） (ﾂﾁﾓﾄﾊｼ) 比婆山公園線 1963 3.2 9.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

萩峠橋（100325501） (ﾊｷﾞﾄｳｹﾞﾊｼ) 比婆山公園森脇線 1961 5.0 5.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋（4960.0）

（100325502）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4960.0) 比婆山公園森脇線 1950 2.7 11.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ
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無名橋（5370.0）

（100325503）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5370.0) 比婆山公園森脇線 1970 2.7 9.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（5510.0）

（100325504）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5510.0) 比婆山公園森脇線 1950 3.3 10.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

高木橋（100325505） (ﾀｶｷﾞﾊｼ) 比婆山公園森脇線 1997 9.8 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（8230.0）

（100325506）

(ﾑﾒｲﾊｼ(8230.0) 比婆山公園森脇線 1970 3.7 10.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

山王橋（100325507） (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 比婆山公園森脇線 1970 6.5 8.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

山王橋側道橋

（100325508）

(ｻﾝﾉｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 比婆山公園森脇線 1980 6.6 3.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（10841.0）

（100325509）

(ﾑﾒｲﾊｼ(10841.0) 比婆山公園森脇線 1998 4.4 10.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（1020.0）

（100325601）

(ﾑﾒｲﾊｼ(1020.0) 比婆山県民の森線 1930 2.3 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

四ノ原橋（100325602） (ﾖﾉﾊﾗﾊｼ) 比婆山県民の森線 1945 2.4 10.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（3200.0）

（100325603）

(ﾑﾒｲﾊｼ(3200.0) 比婆山県民の森線 1930 2.6 9.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（4523.7）

（100325604）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4523.7) 比婆山県民の森線 1993 8.6 9.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

大仙橋（100341401） (ﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 高光総領線 1920 6.9 5.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（9560.0）

（100341402）

(ﾑﾒｲﾊｼ(9560.0) 高光総領線 1930 2.8 9.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

久松橋（100341403） (ﾋｻﾏﾂﾊｼ) 高光総領線 1983 4.3 10.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

底引橋（100342201） (ｿｺﾋﾞｷﾊｼ) 中領家庄原線 1962 2.8 7.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

川井橋（100342202） (ｶﾜｲﾊｼ) 中領家庄原線 1959 6.4 4.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

是本橋（100342203） (ｺﾚﾓﾄﾊｼ) 中領家庄原線 1910 7.1 6.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋（7750.0）

（100342204）

(ﾑﾒｲﾊｼ(7750.0) 中領家庄原線 1950 3.1 7.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（7950.0）

（100342205）

(ﾑﾒｲﾊｼ(7950.0) 中領家庄原線 1970 9.0 7.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

葦嶽橋（100342206） (ｱｼﾀｹﾊｼ) 中領家庄原線 1991 8.9 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

後谷橋（100342207） (ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊｼ) 中領家庄原線 1910 2.4 7.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

永末橋（100342208） (ﾅｶﾞｽｴﾊｼ) 中領家庄原線 1967 6.5 6.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

永末橋側道橋

（100342209）

(ﾅｶﾞｽｴﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 中領家庄原線 不明 3.8 2.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

新清見橋（100342210） (ｼﾝｷﾖﾐﾊｼ) 中領家庄原線 1998 7.4 13.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

永江橋（100342211） (ﾅｶﾞｴﾊｼ) 中領家庄原線 1960 3.8 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

沖田橋（100342301） (ｵｷﾀﾊｼ) 原谷神石線 1978 6.4 8.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

渡瀬橋（100342302） (ﾜﾀｾﾊｼ) 原谷神石線 1978 6.9 7.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（2775.0）

（100342303）

(ﾑﾒｲﾊｼ(2775.0) 原谷神石線 1990 2.1 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（4960.0）

（100342304）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4960.0) 原谷神石線 1990 2.9 14.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（5110.0）

（100342305）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5110.0) 原谷神石線 1980 4.0 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（2050.0）

（100344201）

(ﾑﾒｲﾊｼ(2050.0) 実留山内線 1970 2.3 7.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（1825.0）

（100344301）

(ﾑﾒｲﾊｼ(1825.0) 実留春田線 1960 2.4 9.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（4025.0）

（100344302）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4025.0) 実留春田線 1960 2.3 9.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（5250.0）

（100344303）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5250.0) 実留春田線 1950 2.1 7.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

小車橋（100344401） (ｺｸﾞﾙﾏﾊｼ) 油木小奴可線 1960 3.5 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

土堂橋（100344402） (ﾂﾁﾄﾞｳﾊｼ) 油木小奴可線 1960 5.5 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

長谷橋（100344403） (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 油木小奴可線 1962 3.4 5.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

障子滝橋（100344404） (ｼｮｳｼﾞﾀｷﾊｼ) 油木小奴可線 1962 2.1 4.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

上長谷橋（100344405） (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 油木小奴可線 1962 2.8 4.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

上坂根橋（100344406） (ｶﾐｻｶﾈﾊｼ) 油木小奴可線 1960 3.4 5.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

新庄橋（100344407） (ｼﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 油木小奴可線 1961 3.2 3.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（6397.5）

（100344408）

(ﾑﾒｲﾊｼ(6397.5) 油木小奴可線 1966 4.5 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

細谷橋（100344409） (ﾎｿﾀﾆﾊｼ) 油木小奴可線 1992 6.6 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

四通橋（100344410） (ﾖﾂｳｼﾞﾊｼ) 油木小奴可線 1927 6.5 6.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

保賀谷橋（100344411） (ﾎｶﾞﾀﾆﾊｼ) 油木小奴可線 1953 3.0 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

小坪橋（100344412） (ｺﾂﾎﾞﾊｼ) 油木小奴可線 1967 7.2 6.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

高尾橋（100344413） (ｺｳｵﾊｼ) 油木小奴可線 1967 2.9 4.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

小鳥原橋（100344414） (ｺﾄﾘﾊﾗﾊｼ) 油木小奴可線 1950 3.4 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

塩田２号（100344501） (ｼｵﾀﾆｺﾞｳ) 中迫川北線 不明 3.7 8.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

塩田３号（100344502） (ｼｵﾀｻﾝｺﾞｳ) 中迫川北線 不明 5.3 8.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

塩田４号（100344503） (ｼｵﾀﾖﾝｺﾞｳ) 中迫川北線 不明 3.1 8.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

塩田５号（100344504） (ｼｵﾀｺﾞｺﾞｳ) 中迫川北線 不明 6.2 8.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

石がた大橋

（100344505）

(ｲｼｶﾞﾀｵｵﾊｼ) 中迫川北線 不明 3.7 8.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（3910.0）

（100344506）

(ﾑﾒｲﾊｼ(3910.0) 中迫川北線 1950 4.1 7.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（4030.0）

（100344507）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4030.0) 中迫川北線 1950 3.3 12.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（4810.0）

（100344508）

(ﾑﾒｲﾊｼ(4810.0) 中迫川北線 1960 2.7 7.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ
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無名橋（5100.0）

（100344509）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5100.0) 中迫川北線 1960 2.8 7.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（5160.0）

（100344510）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5160.0) 中迫川北線 1970 3.3 8.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（5250.0）

（100344511）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5250.0) 中迫川北線 1970 2.1 7.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（6750.0）

（100344512）

(ﾑﾒｲﾊｼ(6750.0) 中迫川北線 1970 2.1 7.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

伊予谷２号橋

（100344513）

(ｲﾖﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊｼ) 中迫川北線 1997 8.3 8.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（7500.0）

（100344514）

(ﾑﾒｲﾊｼ(7500.0) 中迫川北線 1980 3.8 7.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

中重行橋（100344515） (ﾅｶｼｹﾞﾕｷﾊｼ) 中迫川北線 不明 8.0 8.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（9110.0）

（100344516）

(ﾑﾒｲﾊｼ(9110.0) 中迫川北線 1970 3.1 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

植木橋（100344601） (ｳｴｷﾊｼ) 植木三坂線 1963 2.2 4.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

登山橋（100344602） (ﾄｻﾞﾝﾊｼ) 植木三坂線 1962 3.3 4.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

掛橋（100344603） (ｶｹﾊｼ) 植木三坂線 1952 7.1 4.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

栗拾谷橋（100344604） (ｸﾘﾋﾗｲﾀﾆﾊｼ) 植木三坂線 1960 5.0 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

栗捨橋（100344605） (ｸﾘｽﾃﾊｼ) 植木三坂線 1960 3.8 4.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

小黒目橋（100344606） (ｺｸﾛﾒﾊｼ) 植木三坂線 1964 8.0 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

篠風呂橋（100344701） (ｼﾉﾌﾛﾊｼ) 終始森線 不明 5.5 6.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

篠ヶ谷橋（100344702） (ｼﾉｶﾞﾀﾆﾊｼ) 終始森線 不明 2.5 4.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

福田橋（100344703） (ﾌｸﾀﾞﾊｼ) 終始森線 不明 2.8 3.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

見城橋（100344704） (ﾐｼﾛﾊｼ) 終始森線 不明 3.0 3.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（3375.0）

（100344705）

(ﾑﾒｲﾊｼ(3375.0) 終始森線 1950 2.6 7.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

川鳥橋（100344706） (ｶﾜﾄﾘﾊｼ) 終始森線 不明 3.1 7.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

境橋（100344801） (ｻｶｴﾊｼ) 下千鳥小奴可停車場線 1965 4.8 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

竹政橋（100344802） (ﾀｹﾏｻﾊｼ) 下千鳥小奴可停車場線 1935 6.4 4.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

薮谷橋（100344803） (ﾔﾌﾞﾀﾆﾊｼ) 下千鳥小奴可停車場線 1931 3.8 3.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

学校前橋（100344804） (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊｼ) 下千鳥小奴可停車場線 1953 3.0 5.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（7670.0）

（100344805）

(ﾑﾒｲﾊｼ(7670.0) 下千鳥小奴可停車場線 1960 2.4 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（8475.0）

（100344806）

(ﾑﾒｲﾊｼ(8475.0) 下千鳥小奴可停車場線 1960 2.5 13.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（8710.0）

（100344807）

(ﾑﾒｲﾊｼ(8710.0) 下千鳥小奴可停車場線 1960 3.0 10.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（2050.0）

（100345001）

(ﾑﾒｲﾊｼ(2050.0) 内堀備後八幡停車場線 1997 2.6 10.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

宮原橋（100345002） (ﾐﾔﾊﾗﾊｼ) 内堀備後八幡停車場線 1963 9.2 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

下黒瀬橋（100345003） (ｼﾓｸﾛｾﾊｼ) 内堀備後八幡停車場線 1971 9.5 3.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋（100.0）

（100345101）

(ﾑﾒｲﾊｼ(100.0) 三坂手入線 1970 3.6 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（5500.0）

（100345102）

(ﾑﾒｲﾊｼ(5500.0) 三坂手入線 1970 5.9 6.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

雨乞橋（100345103） (ｱﾏｺﾞｲﾊｼ) 三坂手入線 1962 8.2 4.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（400.0）

（100345601）

(ﾑﾒｲﾊｼ(400.0) 下門田泉吉田線 1970 3.0 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

上中原橋（100345602） (ｶﾐﾅｶﾊﾗﾊｼ) 下門田泉吉田線 1988 4.2 7.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

古川橋（100345603） (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 下門田泉吉田線 2005 56.0 11.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

灰山橋（100345604） (ﾊｲﾔﾏﾊｼ) 下門田泉吉田線 2009 49.0 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

学校前橋（100345605） (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊｼ) 下門田泉吉田線 1960 6.1 5.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

篠畑橋（100345606） (ｻｻﾊﾀﾊｼ) 下門田泉吉田線 1961 5.1 5.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

暮見橋（100345607） (ｸﾚﾐﾊｼ) 下門田泉吉田線 1960 5.9 5.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

立石橋（100345801） (ﾀﾃｲｼﾊｼ) 川北七塚線 1991 6.8 11.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

吉原橋（100345802） (ﾖｼﾊﾗﾊｼ) 川北七塚線 1966 5.2 12.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

日野瀧橋（100345803） (ﾋﾉﾀｷﾊｼ) 川北七塚線 1959 4.1 11.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

戸谷橋（100345804） (ﾄﾀﾞﾆﾊｼ) 川北七塚線 1995 9.5 11.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（10570.0）

（100345805）

(ﾑﾒｲﾊｼ(10570.0) 川北七塚線 1950 2.5 6.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋（11630.0）

（100345806）

(ﾑﾒｲﾊｼ(11630.0) 川北七塚線 1970 3.4 7.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋（12560.0）

（100345807）

(ﾑﾒｲﾊｼ(12560.0) 川北七塚線 1960 2.7 6.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

盤之谷橋（100346701） (ﾊﾝﾉﾔﾊｼ) 庄原新市線 1931 2.9 9.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

上大平橋（100346702） (ｶﾐｵｵﾋﾗﾊｼ) 庄原新市線 1960 3.0 7.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

中大平橋（100346703） (ﾅｶｵｵﾋﾗﾊｼ) 庄原新市線 1959 2.2 4.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

下大平橋（100346704） (ｼﾓｵｵﾋﾗﾊｼ) 庄原新市線 1959 3.0 7.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

桜谷橋（100346705） (ｻｸﾗﾀﾆﾊｼ) 庄原新市線 1955 3.0 7.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

下桜谷橋（100346706） (ｼﾓｻｸﾗﾀﾆﾊｼ) 庄原新市線 1956 3.1 6.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

矢の谷橋（100346707） (ﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 庄原新市線 1956 3.1 6.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

瀧の谷橋（100346708） (ﾀｷﾉﾀﾆﾊｼ) 庄原新市線 1958 2.5 4.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

高大橋（130118303） (ﾀｶｵｵﾊｼ) １８３号 2004 242.3 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ
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奥八鳥跨線橋

（130131408）

(ｵｸﾊｯﾄﾘｺｾﾝｷｮｳ) ３１４号 1994 167.0 10.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

美古登橋（130131411） (ﾐｺﾄﾊﾞｼ) ３１４号 1978 113.0 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

藤戸宮橋（130201207） (ﾌｼﾞﾄﾐﾔﾊｼ) 足立東城線 1933 6.8 5.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋（15860.0）

（130202305）

(ﾑﾒｲﾊｼ) 庄原東城線 不明 2.8 79.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

鍛冶屋橋（130202319） (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 庄原東城線 1961 5.1 7.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

さえき橋（130202322） (ｻｴｷﾊｼ) 庄原東城線 1928 2.9 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

小出居橋（130205701） (ｺﾃﾞｲﾊｼ) 東城西城線 1928 4.5 4.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

八頭橋（130205704） (ﾔﾂｶﾞｼﾗﾊｼ) 東城西城線 1916 3.7 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

俵原橋（130311002） (ﾀﾜﾗﾊﾞﾗﾊｼ) 横田高野線 1940 3.8 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

夏森橋（13111） (ﾅﾂﾓﾘﾊｼ) 新市七曲西城線 1991 17.9 10.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

絵下谷橋 (ｴｹﾞﾀﾆﾊｼ) 矢野安浦線 1989 95.0 11.3 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

矢野大橋 (ﾔﾉｵｵﾊｼ) 矢野安浦線 1988 132.0 9.0 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

1号ボックスカルバート (ｲﾁｺﾞｳﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 矢野安浦線 1989 3.1 14.5 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

2号ボックスカルバート (ﾆｺﾞｳﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 矢野安浦線 1989 3.1 22.5 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

3号ボックスカルバート (ｻﾝｺﾞｳﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 矢野安浦線 1989 3.9 34.0 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

4号ボックスカルバート (ﾖﾝｺﾞｳﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 矢野安浦線 1989 4.0 56.0 広島県道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

寺分橋1 ﾃﾗﾌﾞﾝﾊﾞｼ1 市道東4区371号線 1986 30.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大谷橋1 ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ1 市道東4区288号線 1986 30.3 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

河内亀橋 ｺｳﾁｶﾞﾒﾊﾞｼ 市道東1区340号線 1987 51.6 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大和台橋 ﾀﾞｲﾜﾀﾞｲﾊﾞｼ 市道東4区370号線 2003 38.5 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

東橋 ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ 主要地方道広島中島線 不明 7.6 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

山田橋1 ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ1 一般県道府中祇園線 不明 4.3 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

見通橋 ﾐﾄｵｼﾊﾞｼ 主要地方道広島中島線 不明 10.4 14.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

大原橋2 ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ2 主要地方道広島中島線 不明 3.1 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

新福橋 ｼﾝﾌｸﾊﾞｼ 市道東1区269号線 不明 10.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西3区42号線2号橋 ﾆｼ3ｸ42ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区42号線 不明 4.9 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西3区18号線1号橋 ﾆｼ3ｸ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区18号線 不明 3.1 1.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

西3区478号線1号橋 ﾆｼ3ｸ478ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区478号線 不明 3.0 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西3区477号線1号橋 ﾆｼ3ｸ477ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区477号線 不明 2.5 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安大橋 ﾔｽｵｵﾊｼ 一般国道183号 1960 41.0 14.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大原下橋上流 ｵｵﾊﾗｼﾓﾊﾞｼｼﾞﾖｳﾘﾕｳ 主要地方道広島豊平線 1991 23.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大原下橋下流 ｵｵﾊﾗｼﾓﾊﾞｼｶﾘﾕｳ 主要地方道広島豊平線 1991 23.0 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

寺組橋上流 ﾃﾗｸﾞﾐﾊﾞｼｼﾞﾖｳﾘﾕｳ 一般県道伴広島線 1991 27.0 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

寺組橋下流 ﾃﾗｸﾞﾐﾊﾞｼｶﾘﾕｳ 一般県道伴広島線 1990 27.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

宮ヶ瀬橋 ﾐﾔｶﾞｾﾊｼ 主要地方道広島湯来線 1991 16.0 51.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下城橋 ｼﾓｼﾞﾖｳﾊﾞｼ 主要地方道広島湯来線 1992 20.0 44.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

祇園橋 ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ 一般県道古市広島線 1960 53.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安中央橋 ﾔｽﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ 主要地方道広島豊平線 1965 44.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

古川橋（広島豊平線） ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ(ﾋﾛｼﾏﾄﾖﾋﾗｾﾝ) 主要地方道広島豊平線 1970 43.0 7.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安川橋 ﾔｽｶﾜﾊﾞｼ 市道安佐南2区218号線 1972 31.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安川橋歩道橋 ﾔｽｶﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ 市道安佐南2区218号線 1980 31.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

共力橋 ｷﾖｳﾘﾖｸﾊﾞｼ 市道安佐南2区150号線 1981 43.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

戸山大橋歩道橋 ﾄﾔﾏｵｵﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ 主要地方道広島湯来線 1986 40.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

戸山大橋 ﾄﾔﾏｵｵﾊｼ 主要地方道広島湯来線 2007 42.8 8.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

溝橋1号橋 ﾐｿﾞﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 一般国道183号 1960 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

ムメイ橋107 ﾑﾒｲｷｮｳ107 市道安佐南4区351号線 不明 3.4 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋108 ﾑﾒｲｷｮｳ108 市道安佐南4区519号線 不明 2.9 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋109 ﾑﾒｲｷｮｳ109 市道安佐南4区519号線 不明 5.0 20.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋110 ﾑﾒｲｷｮｳ110 市道安佐南4区519号線 不明 3.0 9.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋112 ﾑﾒｲｷｮｳ112 市道安佐南4区151号線 不明 2.9 11.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋114 ﾑﾒｲｷｮｳ114 市道安佐南4区528号線 不明 3.3 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

城前橋 ｼﾞｮｳﾏｴﾊﾞｼ 一般県道小河原志和線 1984 38.2 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上岩上橋 ｶﾐｲﾜﾉｳｴﾊﾞｼ 市道安佐北2区256号線 1987 45.1 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

学校橋3 ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ3 主要地方道広島中島線 1977 3.5 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

落合橋（安佐豊平芸北

線）

ｵﾁｱｲﾊﾞｼ(ｱｻﾄﾖﾋﾗｹﾞｲﾎｸｾﾝ) 主要地方道安佐豊平芸北線 1988 5.0 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

上西橋2 ｶﾐﾆｼﾊﾞｼ2 主要地方道安佐豊平芸北線 不明 4.6 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ
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無名橋1 ﾑﾒｲｷｮｳ1 一般国道261号 不明 3.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

無名橋2 ﾑﾒｲｷｮｳ2 一般国道261号 不明 3.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

六田橋 ﾛｸﾀﾊｼ 一般国道261号 不明 6.0 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

曲田橋 ﾏｶﾞﾘﾀﾞﾊﾞｼ 主要地方道広島中島線 不明 6.0 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

オオモリ橋 ｵｵﾓﾘﾊｼ 一般国道433号 1972 3.7 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

無名橋3 ﾑﾒｲｷｮｳ3 一般国道433号 1967 8.5 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

都市高速広島東JCT1号ラ

ンプ橋

（ﾄｼｺｳｿｸﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｼﾞｬﾝｸ

ｼｮﾝｲﾁｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ）

広島高速1号線 2006 408.3 6.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

都市高速広島東JCT2号ラ

ンプ橋

（ﾄｼｺｳｿｸﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｼﾞｬﾝｸ

ｼｮﾝﾆｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ）

広島高速1号線 2006 269.5 6.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

都市高速広島東JCT3号ラ

ンプ橋

（ﾄｼｺｳｿｸﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｼﾞｬﾝｸ

ｼｮﾝｻﾝｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ）

広島高速1号線 2006 199.5 6.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

都市高速広島東JCT4号ラ

ンプ橋

（ﾄｼｺｳｿｸﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｼﾞｬﾝｸ

ｼｮﾝﾖﾝｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ）

広島高速1号線 2006 220.0 6.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

馬木入橋 （ｳﾏｷｲﾘｷｮｳ） 広島高速1号線 2006 48.0 6.6 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線GM橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｴﾑｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 220.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ1橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｲﾁｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 178.5 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ2橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾆｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 126.6 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ3橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｻﾝｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 46.5 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ4橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾖﾝｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 93.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ5橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｺﾞｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 93.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ6橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾛｸｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 255.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

3号本線Ｇ7橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾅﾅｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 270.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ8橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾊﾁｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 273.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ9橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｷｭｳｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 550.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

3号本線Ｇ10橋

（ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 146.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ11橋

（ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳｲﾁｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 111.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ12橋

（ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳﾆｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 70.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ13橋

（ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳｻﾝｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 75.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

仁保JCT(呉)入橋

（ﾆﾎｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ（ｸﾚ）ｲﾘｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 405.1 5.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

仁保JCT(呉)出橋

（ﾆﾎｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ（ｸﾚ）ﾃﾞｷｮ

ｳ）

広島高速3号線 2000 787.1 5.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

仁保JCT(下り)連絡橋

（ﾆﾎｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ（ｸﾀﾞﾘ）ﾚﾝ

ﾗｸｷｮｳ）

広島高速3号線 2000 404.0 5.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

仁保JCT(上り)連絡橋

（ﾆﾎｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ（ﾉﾎﾞﾘ）ﾚﾝ

ﾗｸｷｮｳ）

広島高速3号線 2000 260.5 5.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

宇品入橋 （ｳｼﾞﾅｲﾘｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 221.2 7.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

宇品出橋 （ｳｼﾞﾅﾃﾞｷｮｳ） 広島高速3号線 2000 205.1 7.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

広島西大橋 （ﾋﾛｼﾏﾆｼｵｵﾊｼ） 広島高速4号線 2001 476.5 18.7 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

天崎橋 (ﾃﾝｻﾞｷﾊﾞｼ) 大浜2丁目1号線 1969 17.5 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

赤橋 (ｱｶﾊﾞｼ) 天応南町10号線 1970 10.2 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

セーラー橋 (ｾｰﾗｰﾊｼ) 天応西条線 1965 10.8 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

甲手橋 (ｺｳﾃﾞﾊｼ) 天応西条4丁目1号線 1987 12.5 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

背戸川３号橋 (ｾﾄｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 天応西条2丁目12号線 1989 6.5 11.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

伝十郎４号橋 (ﾃﾞﾝｼﾞｭｳﾛｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 天応西条福浦線 1996 12.6 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

狩留賀橋 (ｶﾙｶﾞﾊｼ) 狩留賀線 1973 6.0 7.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) 西城14号線 1960 2.8 16.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上城３号橋 (ｳｴｼﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ) 中町上城線 1980 6.8 9.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

本川橋 (ﾎﾝｶﾜﾊｼ) 海岸吉浦本町線 1954 10.0 9.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

城神社橋 (ｼﾛｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 天応大浜長谷線 1988 37.5 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

松葉１号橋 (ﾏﾂﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 梅木吉浦東本町線 1989 18.0 6.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

松葉２号橋 (ﾏﾂﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 梅木吉浦東本町線 1989 17.8 6.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松葉３号橋 (ﾏﾂﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 梅木吉浦東本町線 1989 36.0 6.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

寺山川６号橋 (ﾃﾗﾔﾏｶﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ) 梅木吉浦東本町線 1988 5.0 8.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大川２号橋 (ｵｵｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 梅木吉浦東本町線 1988 18.0 8.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上城団地２号橋 (ｳｴｼﾛﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上城4号線 1979 6.2 9.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

吉浦東本町２号橋 (ﾖｼｳﾗﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 吉浦東本町4丁目4号線 1990 15.0 6.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

庄田橋 (ｼｮｳﾀﾞﾊﾞｼ) 川尻本線１号 1975 6.0 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

江の川橋 (ｺﾞｳﾉｶﾜﾊﾞｼ) 江ノ川線 1973 15.8 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

光明寺橋 (ｺｳﾐｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 川尻本線2号線 1965 9.2 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

栄家敷橋 (ｴｲｲｴｼｷﾊｼ) 後懸一周線 1980 11.0 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 吉浦東本町1丁目6号線 1970 5.7 7.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

久俊沖橋 (ｸﾄﾞｼｵｷﾊﾞｼ) 稲恵寺大見上線 1985 15.8 1.2 呉市 広島県 呉市 Ⅲ
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新大見上橋 (ｼﾝｵｵﾐｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 久俊久筋線 1985 10.0 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

新大郷橋 (ｼﾝﾀﾞｲｺﾞｳﾊﾞｼ) 久俊久筋線 2002 35.0 10.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大郷橋 (ﾀﾞｲｺﾞｳﾊﾞｼ) 久俊久筋線補助9号 1964 10.0 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

良い子橋 (ﾖｲｺﾊﾞｼ) 新宮5号線 1959 15.4 1.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

新栄橋 (ｼﾝｴｲﾊﾞｼ) 呉駅前三条線 1999 63.3 19.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

三津田橋 (ﾐﾂﾀﾊﾞｼ) 本通三条線 1960 44.4 16.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

山手橋 (ﾔﾏﾃﾊｼ) 中央二河町線 1988 42.1 12.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上山手橋 (ｶﾐﾔﾏﾃﾊｼ) 山手2丁目線 1955 40.1 9.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

二河峡橋 (ﾆｺｳｷｮｳﾊｼ) 上二河1号線 1970 28.1 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

工水橋 (ｺｳﾐｽﾞﾊｼ) 鍋土山手線 1963 6.3 10.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

滝見橋 (ﾀｷｹﾝﾊﾞｼ) 二河峡線 1972 4.1 9.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

亀山橋 (ｶﾒﾔﾏﾊｼ) 呉駅前本通1丁目線 1980 33.6 20.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

堺橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 本通2丁目1号線 1932 30.0 16.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

小春橋 (ｺﾊﾙﾊﾞｼ) 本通2丁目2号線 1990 33.2 12.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

五月橋 (ｻﾂｷﾊﾞｼ) 本通三条線 1989 25.4 25.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

花見橋 (ﾊﾅﾐﾊｼ) 本通3丁目1号線 1980 32.8 11.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

楓橋 (ｶｴﾃﾞﾊｼ) 本通4丁目1号線 1991 30.4 20.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

弥生橋 (ﾔﾖｲﾊｼ) 本通4丁目2号線 1982 20.1 9.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

二重橋 (ﾆｼﾞｭｳﾊｼ) 本通4丁目3号線 1971 10.3 10.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

巴橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼ) 中央4丁目1号線 1976 8.5 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 宝町本通線 1988 10.4 40.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 吉浦本町1丁目2号線 1970 11.3 8.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

かよい橋 (ｶﾖｲﾊｼ) 本通5丁目1号線 1970 8.4 10.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊｼ) 呉駅前本通6丁目線 1988 8.1 21.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 本通6丁目2号線 1973 10.0 6.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 本通6丁目3号線 1968 7.6 7.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

東朝日橋 (ﾋｶﾞｼｱｻﾋﾊﾞｼ) 本通7丁目1号線 1959 5.8 10.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

扇橋 (ｵｳｷﾞﾊﾞｼ) 本通7丁目2号線 1970 6.0 11.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

呉宝橋 (ｸﾚﾀｶﾗﾊｼ) 本通7丁目4号線 1953 5.7 9.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

吾妻橋 (ｱﾂﾞﾏﾊﾞｼ) 高地部循環線 1951 6.8 18.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

郵便橋 (ﾕｳﾋﾞﾝﾊﾞｼ) 本通2丁目2号線 1993 6.1 6.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上園橋 (ｳｴｴﾝﾊﾞｼ) 中央二河町線 1970 4.5 23.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

紅葉橋 (ｺｳﾖｳﾊﾞｼ) 本通5丁目1号線 1955 4.9 13.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 呉駅前本通6丁目線 1959 8.0 34.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

今西橋 (ｲﾏﾆｼﾊﾞｼ) 本通4丁目1号線 1970 2.6 11.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

片山橋 (ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 西中央東片山町線 1920 2.3 14.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

水交橋 (ﾐｽﾞｺｳﾊﾞｼ) 幸町1号線 1953 6.0 11.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

小弥生橋 (ｼｮｳﾔﾖｲﾊﾞｼ) 本通4丁目2号線 1970 6.4 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

二ツ橋 (ﾌﾀﾂﾊﾞｼ) 中央5丁目1号線 1969 6.6 7.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 本通5丁目1号線 1959 5.6 14.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 呉駅前本通6丁目線 1972 4.9 36.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 中央7丁目1号線 1958 6.7 6.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

榎橋 (ｴﾉｷﾊﾞｼ) 高地部循環線 1957 6.5 18.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

辰川橋 (ﾀﾂｶﾜﾊﾞｼ) 東中央神山線 1960 6.5 7.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上辰川橋 (ｼﾞｮｳﾀﾂｶﾜﾊﾞｼ) 西惣付2号線 1960 8.2 16.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上惣付橋 (ｳｴｿｳﾂﾞｹﾊﾞｼ) 東中央神山線 1957 5.6 19.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

新地橋 (ｼﾝﾁﾊﾞｼ) 東中央神山線 1955 6.5 8.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

京橋 (ｷｮｳﾊﾞｼ) 高地部循環線 1954 5.1 30.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下西谷橋 (ｼﾀﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 伏原西谷線 1963 3.7 15.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 西谷16号線 1970 3.0 12.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

成橋 (ｼｹﾞﾙﾊｼ) 高地部循環線 1957 4.1 18.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

しようぶ山橋 (ｼﾖｳﾌﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 句碑警固屋線 1976 133.9 12.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

和庄橋 (ﾜｼｮｳﾊﾞｼ) 本通八幡町線 1951 3.6 14.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

長迫１２号線１号橋 (ﾅｶﾞｻｺ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 長迫１２号線 2001 35.0 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下島大川橋 (ｼﾓｼﾞﾏｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 梅崎２号線 1970 10.2 3.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

寺谷橋 (ﾃﾗﾔﾊﾞｼ) 丸谷８号線 1984 40.0 8.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ
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新開橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 塩浜線 1985 26.7 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

塩浜橋 (ｼｵﾊﾏﾊﾞｼ) 下島見所代線 1999 24.0 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

新大川橋 (ｼﾝｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 下島見所代線 1970 9.0 6.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

休川橋 (ｷｭｳｶﾜﾊﾞｼ) 宮原高区横断線 1987 5.5 7.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

丸子谷橋 (ﾏﾙｺﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 句碑丸子谷線 1970 2.2 16.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

室瀬新池橋 (ｼﾂｾｼﾝｲｹﾊﾞｼ) 和庄宮原線 1967 2.6 13.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

真畝橋 (ﾏｺﾄｳﾈﾊﾞｼ) 句碑丸子谷線 1973 5.4 11.3 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

神原橋 (ｶﾝﾊﾞﾗﾊｼ) 宮原休山線 1975 6.4 5.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

権暮ケ谷橋 (ｹﾝｸﾚｹﾀﾆﾊﾞｼ) 宮原高区横断線 1964 5.3 6.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大浦崎線２号橋 (ｵｵｳﾗｻｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大浦崎線 1960 2.2 7.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

早瀬田中線２号橋 (ﾊﾔｾﾀﾅｶｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 早瀬田中線 1970 3.5 4.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

佃橋 (ﾂｸﾀﾞﾊｼ) 音戸高須１号線 1960 6.4 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 句碑警固屋線 2005 10.1 11.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

舞々尻橋 (ﾏｲｸﾘｶｴｼｼﾘﾊﾞｼ) 警固屋5丁目13号線 1991 10.1 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

鍋大川橋 (ﾅﾍﾞｵｵｶﾜﾊｼ) 警固屋4丁目18号線 1988 21.6 16.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

中田小家石１号橋 (ﾅｶﾀﾞｺﾔｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中田小家石線 1957 11.2 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

須川橋 (ｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 須川港線 1978 17.0 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

本浦橋 (ﾎﾝｳﾗﾊﾞｼ) 宇和木峠線 1995 28.0 7.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

長谷東１号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 長谷東線 1970 10.6 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 鯛之浦・瀬戸線 2002 79.5 11.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

農林橋 (ﾉｳﾘﾝﾊｼ) 阿賀南3丁目3号線 1962 27.0 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

豊栄橋 (ﾎｳｴｲﾊﾞｼ) 阿賀中央5丁目1号線 1966 27.1 15.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 阿賀中央9丁目1号線 1984 22.0 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 阿賀中央5丁目2号線 1963 12.6 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 阿賀中央6丁目4号線 1962 15.4 1.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

みどり橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 阿賀北1丁目3号線 1970 5.8 15.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

えびす橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 串山線 2007 4.7 11.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

板田橋 (ｲﾀﾀﾊﾞｼ) 田戸宮盛線 1959 4.0 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

宮田大橋 (ﾐﾔﾀｵｵﾊｼ) 大浦恋線 2000 10.5 5.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

物見橋 (ﾓﾉﾐﾊﾞｼ) 原柏原線 1971 16.5 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 古新開4丁目7号線 1977 134.1 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 横路白石線 1985 126.0 20.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大広橋 (ｵｵﾋﾛﾊｼ) 古新開8丁目5号線 1980 106.3 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

横路橋 (ﾖｺﾛﾊﾞｼ) 阿賀中央町田線 1954 5.4 11.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下日の出橋 (ｼﾀﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 古新開4丁目1号線 1974 10.5 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

横路峠橋 (ﾖｺﾛﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 横路峠線 1962 3.0 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

荒采橋 (ｱﾗｻｲﾊｼ) 石内線 1964 10.8 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

荒采２号橋 (ｱﾗｻｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 石内3丁目2号線 1960 11.0 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲｷｮｳ) 石内1丁目3号線 1957 10.3 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下二級橋 (ｼﾀﾆｷｭｳﾊﾞｼ) 多賀谷1丁目6号線 1975 12.5 6.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

恵美寿橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 広本町1丁目5号線 1972 13.1 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

多賀谷橋 (ﾀｶﾞﾔﾊﾞｼ) 横路白石線 1954 9.1 17.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

三野越橋 (ﾐﾉｺｼﾊｼ) 大広2丁目2号線 1958 8.6 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 大広中新開線 1964 8.6 6.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

新開３号橋 (ｼﾝｶｲｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 西横路白石線 1982 3.6 30.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

白岳橋 (ｼﾗﾀｹﾊﾞｼ) 名田白岳線 1978 6.0 19.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

白岳２号橋 (ｼﾗﾀｹ2ｺﾞｳｷｮｳ) 名田白岳線 1965 7.0 8.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊﾞｼ) 広駅裏線 1989 16.7 16.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大新開橋 (ｵｵｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 白岳線 1967 5.0 14.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

白岳７号橋 (ｼﾗﾀｹ7ｺﾞｳｷｮｳ) 広駅裏支線 1970 5.6 11.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

東中両谷橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶﾘｮｳﾀﾆﾊﾞｼ) 横路白石線 1954 2.4 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

岩樋橋 (ｲﾜﾄｲﾊﾞｼ) 広駅裏線 1966 4.7 14.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

白石東谷橋 (ｼﾗｲｼﾋｶﾞｼﾔﾊﾞｼ) 白石4丁目4号線 1969 4.2 12.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

西小坪橋 (ﾆｼｺﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 小坪1丁目2号線 1974 15.0 8.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下小坪３号橋 (ｼﾀｺﾂﾎﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 小坪1丁目2号線 1975 7.3 9.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中大広橋 (ﾅｶﾀﾞｲﾋﾛﾊｼ) 阿賀中央町田線 1970 4.8 13.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ



管理者

点検記

録

管理者名

都道府県名

市区町村名

判定区

分

行政区域

橋梁名(フリガナ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

町田橋 (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 阿賀中央町田線 1989 97.0 13.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上長谷橋 (ｳｴﾅｶﾞﾔﾊﾞｼ) 長谷1号線 1991 10.7 9.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

石内２丁目４号線１号橋

(ｲｼｳﾁ2ﾁｮｳﾒ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

石内2丁目4号線 1997 5.8 6.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

木村橋 (ｷﾑﾗﾊｼ) 桟橋通10号線 1987 15.2 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 仁方本町1丁目1号線 1975 14.4 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

見通橋 (ｹﾝﾂｳﾊｼ) 錦17号線 1965 16.7 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 吉浦東本町1丁目6号線 1958 13.4 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

八岩花橋 (ﾔｲﾜﾊﾅﾊｼ) 白石4丁目5号線 1953 11.1 3.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 西神27号線 1966 10.7 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

江ノ口橋 (ｴﾉｸﾁﾊﾞｼ) 仁方本町3丁目2号線 1956 5.5 15.3 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上江ノ口橋 (ｳｴｴﾉｸﾁﾊﾞｼ) 大歳1号線 1948 5.4 7.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上中筋橋 (ｳｴﾅｶｽｼﾞﾊﾞｼ) 宮上中筋線 1975 5.0 10.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

むろきはら橋 (ﾑﾛｷﾊﾗﾊﾞｼ) 山崎線 1975 126.2 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大積橋 (ﾀﾞｲｾｷﾊﾞｼ) 郷原西4号線 1997 62.0 5.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

芋福橋 (ｲﾓﾌｸﾊﾞｼ) 郷原西6号線 2002 80.6 7.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大積２号橋 (ﾀﾞｲｾｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 郷原大積苗代線 1955 2.5 4.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

丸子橋 (ﾏﾙｺﾊﾞｼ) 郷原西6号線 2002 32.3 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

向角橋 (ｺｳｽﾞﾐﾊｼ) 郷原大積苗代線 1980 21.7 6.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ) 郷原西31号線 2001 20.4 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中石橋 (ﾅｶｲｼﾊﾞｼ) 郷原西39号線 2002 23.5 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

打田ケ原橋 (ｳﾁﾀｹﾊﾗﾊﾞｼ) 惣引谷黒瀬線 2003 19.1 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊｼ) 郷原西30号線 2003 23.8 7.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

西末広橋 (ﾆｼｽｴﾋﾛﾊｼ) 末広2丁目1号線 1991 14.7 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下高橋 (ｼﾀﾀｶﾊﾞｼ) 広郷原線 1995 29.0 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大学橋 (ﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾞｼ) 郷原学びの丘1号線 1996 14.5 12.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

共済橋 (ｷｮｳｻｲﾊﾞｼ) 内海田屋線 1954 30.1 3.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

石ケ鼻橋 (ｲｼｹﾊﾅﾊﾞｼ) 内海田屋線 1972 13.4 5.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

光木橋 (ﾋｶﾘｷﾊﾞｼ) 内海田屋線 1973 7.3 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

市原大橋 (ｲﾁﾊﾗｵｵﾊｼ) 内海田屋線 1982 37.0 6.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

女子畑赤向坂１号橋

(ｼﾞｮｼﾊﾞﾀｹｱｶｺｳｻｶ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

女子畑赤向坂線 1976 5.4 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

岡谷橋 (ｵｶﾀﾆﾊﾞｼ) 安登日之浦線 1968 8.2 6.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

小林橋 (ｺﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 中切三本松線 1963 7.5 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

郷橋 (ｺﾞｳﾊﾞｼ) 麻畠宮の前線 1972 17.9 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

岡谷日野迫１号橋 (ｵｶﾀﾆﾋﾉｾﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 岡谷日野迫線 1970 5.9 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

才崎橋 (ｻｲｻﾞｷﾊﾞｼ) 実成新開古新開線 1969 21.3 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

北石佛橋 (ｷﾀｲｼﾌﾞﾁﾊｼ) 安登日之浦線 1989 11.7 5.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

赤谷橋 (ｱｶﾀﾆﾊﾞｼ) 古新開赤仁田線 1973 15.5 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

古新開向山１号橋 (ｺｼﾝｶﾞｲｺｳﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 古新開向山線 1967 19.2 2.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大新開南沖３号橋 (ｵｵｼﾝｶﾞｲﾐﾅﾐｵｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大新開南沖線 1968 14.5 1.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

永代橋 (ｴｲﾀｲﾊﾞｼ) 浦尻北頓原線 1960 15.0 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

浦尻上橋 (ｳﾗｼﾘｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 沖浦尻北１号線 1965 15.4 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

沖浦尻北２号線１号橋

(ｵｷｳﾗｼﾘｷﾀ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

沖浦尻北２号線 1970 16.3 1.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

安榮橋 (ｱﾝｻｶｴﾊｼ) バイパス大歳線 1971 11.8 6.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

沖浦尻北３号線１号橋

(ｵｷｳﾗｼﾘｷﾀ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

沖浦尻北３号線 1971 16.0 1.3 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 大新開大北原垣内線 1964 10.8 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

沖北川１号橋 (ｵｷｷﾀｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 沖北川線 1980 11.3 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

北川宮ノ前１号橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾐﾔﾉﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 北川宮ノ前線 1958 10.7 1.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

屯原橋 (ﾀﾑﾛﾊﾗﾊﾞｼ) 内海１１号線 1970 10.9 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中ケ原橋 (ﾅｶｹﾊﾗﾊﾞｼ) 滝山大河内１号線 1976 12.1 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大新開国道線１号橋

(ｵｵｼﾝｶﾞｲｺｸﾄﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

大新開国道線 1983 2.4 27.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

内海大橋 (ﾅｲｶｲｵｵﾊｼ) 内海中切線 1935 16.2 6.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

赤仁田橋 (ｱｶｼﾞﾝﾀﾊﾞｼ) 内海中切線 1939 14.5 9.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

頓原橋 (ﾄﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 鍬畑２号線 1971 18.0 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

野呂川橋 (ﾉﾛｶﾜﾊﾞｼ) 野呂川ダム打田ケ原線 1973 20.8 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松ケ丘橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶﾊｼ) 松ケ丘政畝線 1995 31.4 9.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

桜ヶ丘歩道橋 (ｻｸﾗｶﾞｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 此原16号線 1975 28.6 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ
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栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 吉浦東本町2丁目1号線 1984 29.1 6.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上篠橋 (ｶﾐｼﾉﾊｼ) 焼山中央2丁目2号線 1989 30.0 6.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

原垣内橋 (ﾊﾗｶﾞｲﾁﾊｼ) 焼山中央2丁目2号線 1990 23.6 6.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

滑川橋 (ﾅﾒﾘｶﾜﾊﾞｼ) 焼山北3丁目2号線 1965 13.4 3.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 焼山中央2丁目2号線 1989 30.2 6.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

押込大橋 (ｵｼｺﾞﾒｵｵﾊｼ) 押込苗代線 1978 38.8 6.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松ケ丘２号橋 (ﾏﾂｹｵｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 松ケ丘政畝線 1970 7.0 8.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

芳井田橋 (ﾖｼｲﾀﾞﾊﾞｼ) 此原焼山西線 1976 5.7 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

政畝橋 (ﾏｻﾊﾞｼ) 焼山環状線 1967 4.8 8.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

三ツ石橋 (ﾐﾂｲｼﾊﾞｼ) 焼山環状線 1982 6.7 12.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

勤住橋 (ﾂﾄﾑｼﾞｭｳﾊｼ) 焼山苗代線 1972 45.0 8.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

労福橋 (ﾛｳﾌｸﾊﾞｼ) 焼山中央東線 1990 12.5 8.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊｼ) 焼山熊野線 1980 10.8 7.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

鎌ケ原橋 (ｶﾏｹﾊﾗﾊﾞｼ) 押込苗代線 1967 4.2 5.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

水源池橋 (ｽｲｹﾞﾝｲｹﾊﾞｼ) 押込苗代線 1979 8.5 8.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

久次郎原橋 (ﾋｻｼｼﾞﾛｳﾊﾗﾊﾞｼ) 焼山南1丁目4号線 1989 17.3 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

焼山中央１号橋 (ﾔｹﾔﾏﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 焼山北1丁目6号線 1999 22.8 16.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

焼山中央２号橋 (ﾔｹﾔﾏﾁｭｳｵｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 焼山北1丁目6号線 1999 21.1 17.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 吉浦東本町1丁目6号線 2000 38.0 11.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

新稲荷橋 (ｼﾝｲﾅﾘﾊﾞｼ) 古新開1丁目6号線 2001 14.5 21.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

鎌ヶ原３号橋 (ｶﾏｶﾞﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 押込熊野線 1990 4.4 9.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

阿賀中央西畑線1号橋 (ｱｶﾞﾁｭｳｵｳﾆｼﾊﾀｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 阿賀中央西畑線 1933 4.0 20.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

阿賀中央西畑線2号橋 (ｱｶﾞﾁｭｳｵｳﾆｼﾊﾀｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 阿賀中央西畑線 1931 5.5 19.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

下神賀橋 (ｼﾀｼﾞﾝｶﾞﾊﾞｼ) 海岸吉浦本町線 1967 12.1 9.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

下神賀歩道橋 (ｼﾀｼﾞﾝｶﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 海岸吉浦本町線 1981 5.9 1.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

かもめ橋 (ｶﾓﾒﾊﾞｼ) 幸町海岸線 1971 6.2 12.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 音戸高須１号線 2004 94.0 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

天神歩道橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 音戸高須１号線 1952 18.0 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

浜田歩道橋 (ﾊﾏﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 郷原西45号線 1970 18.4 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 呉駅前本通6丁目線 1950 93.5 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 内海中切線 1937 84.7 5.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

八千代側道橋 (ﾔﾁﾖｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 内海中切線 1990 17.6 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 焼山中央1丁目7号線 1952 17.6 5.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中央歩道橋 (ﾁｭｳｵｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 宝町本通線 1970 13.9 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 楠通成井線 1973 61.6 8.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

本渡橋（歩道橋） (ﾎﾝﾜﾀﾘﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 新町2号線 1973 53.5 2.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

賀茂川大橋（歩道橋） (ｶﾓｶﾞﾜｵｵﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 中須丸子山線 1981 53.4 1.9 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 新町2号線 1980 10.0 12.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

中央橋１ (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 沖条船谷線 1975 29.0 5.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

九尻橋 (ｸｼﾞﾘﾊｼ) 福田長竿線 1973 24.8 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

今田橋 (ｲﾏﾀﾞﾊｼ) 信末高須続線 1978 15.9 6.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

福源橋 (ﾌｸｹﾞﾝﾊｼ) 和木原公園線 1969 66.5 4.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

寺橋 (ﾃﾗﾊｼ) 湯免１号線 1967 21.5 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

萩下橋 (ﾊｷﾞｼﾓﾊﾞｼ) 萩原賀茂線 1977 26.5 6.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

実安橋 (ｻﾈﾔｽﾊｼ) 築紫森下線 1977 23.6 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 鎌ヶ渕森下線 1979 23.8 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石立橋 (ｲｼﾀﾞﾃﾊｼ) 京免線 1977 27.9 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

前川内橋 (ﾏｴｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 宇根前川内線 1973 25.8 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

平原橋 (ﾍｲﾊﾞﾗﾊｼ) 大石天王線 1964 15.2 2.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 宮ノ下線 1975 26.9 3.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

行広中橋 (ﾕｷﾋﾛﾅｶﾊｼ) 行広中渡線 1968 17.6 3.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

上下中橋 (ｶﾐｼﾓﾅｶﾊｼ) 下中線 1958 14.7 2.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中倉橋 (ﾅｶｸﾗﾊｼ) 中倉線 1973 15.5 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

渡原橋 (ﾜﾀﾘﾊﾞﾗﾊｼ) 渡原線 1968 18.0 2.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

城之橋 (ｼﾛﾉﾊｼ) 東側線 1969 26.9 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

蛇之首橋 (ｼﾞｬﾉｸﾋﾞﾊｼ) 東側線 1969 19.6 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ
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中央大橋 (ﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ) 二友原線 1969 80.2 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

仲沖橋 (ﾅｶｵｷﾊｼ) 仲沖和木原線 1965 23.2 4.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

横郷橋 (ﾖｺｺﾞｳﾊﾞｼ) 和木下福田線 1967 29.2 2.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 椋梨下日向線 1965 19.7 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

門沖橋 (ｶﾄﾞｵｷﾊｼ) 門沖線 1966 21.2 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中城橋 (ﾅｶｼﾞｮｳﾊｼ) 中間線 1979 20.1 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

草井橋 (ｸｻｲﾊｼ) 西谷黒谷線 1973 20.0 4.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

金ヶ原橋 (ｶﾈｹﾊﾞﾗﾊｼ) 大村山線 1999 17.0 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

馬渡橋 (ｳﾏﾜﾀﾘﾊｼ) 中河原湯面線 1973 23.6 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊｼ) 平原天王線 1970 14.6 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

大学橋 (ﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾞｼ) 東側下中線 1985 17.0 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

大末橋 (ｵｵｽｴﾊｼ) 深見大具線 1985 20.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

蔵中橋 (ｸﾗﾅｶﾊｼ) 室田線 1990 4.3 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

滝見橋 (ﾀｷﾐﾊｼ) 大池線 1975 11.5 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊｼ) 石原線 1990 10.2 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

相良橋 (ｻｶﾞﾗﾊｼ) 市場陰地線 1965 9.8 6.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

広末橋 (ﾋﾛｽｴﾊｼ) 篠中線 1995 14.7 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

石亀橋 (ｲｼｶﾞﾒﾊｼ) 中側線 1990 8.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

大村橋 (ｵｵﾑﾗﾊｼ) 末貞大村線 1985 14.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

末貞橋 (ｽｴｻﾀﾞﾊｼ) 末貞大村線 1985 13.4 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

深見橋 (ﾌｶﾐﾊｼ) 十郎深見線 1985 12.1 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

十郎橋 (ｼﾞｭｳﾛｳﾊｼ) 十郎深見線 1985 14.0 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 大久保百貫山線 1995 9.5 7.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊｼ) 神田大池線 1960 7.9 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

広畑橋 (ﾋﾛﾊﾀﾊｼ) 大和町２号線 1959 7.8 6.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

川狭橋 (ｶﾜﾊﾞｻﾐﾊｼ) 上中細線 1951 7.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

細橋 (ﾎｿﾊｼ) 上中細線 1955 7.0 4.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

宮迫橋 (ﾐｳﾔｻｺﾊｼ) 上中細線 1970 5.0 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊｼ) 松尾線 1985 6.8 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

丁田沖橋 (ﾁｮｳﾀﾞｵｷﾊｼ) 堂迫寺沖線 1970 4.5 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 大平線 1940 2.6 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋5 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ5) 多田正広線 1995 6.0 5.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

下王子原橋 (ｼﾓｵｵｼﾞﾊﾞﾗﾊｼ) 王子原多田線 1985 4.0 6.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

箱川橋 (ﾊｺｶﾞﾜﾊｼ) 和木箱川線 1995 5.0 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西尾橋 (ﾆｼｵﾊｼ) 東側行広線 1985 9.6 3.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

大具橋 (ｵｵｸﾞﾊｼ) 山添南線 1965 13.1 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

国近橋 (ｸﾆﾁｶﾊｼ) 国近線 1965 8.5 5.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

余井橋 (ﾖｲﾊｼ) 余井沖線 1960 27.0 2.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

伽藍橋 (ｶﾞﾗﾝﾊｼ) 木々津線 1960 27.0 2.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

木々津橋 (ｷｷﾞﾂﾊｼ) 木々津線 1963 27.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾊｼ) 後粒良海山沖線 1976 26.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

石井谷1号橋 (ｲｼｲﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 石井谷線 1975 10.3 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

鬼の釜2号1号橋 (ｵﾆﾉｶﾏ2ｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 鬼の釜２号線 1965 11.4 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

堂張橋 (ﾄﾞｳﾁｮｳﾊｼ) 水越線 1970 23.5 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

五反橋 (ｺﾞﾀﾝﾊｼ) 堂帳線 1975 20.7 6.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

立通り橋 (ﾀﾃﾄﾞｵﾘﾊｼ) 堂帳線 1975 21.7 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

菅橋 (ｽｹﾞﾊｼ) 兼広菅線 1955 22.8 5.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

兼広菅1号橋 (ｶﾈﾋﾛｽｹﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 兼広菅線 1955 10.0 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

清井橋 (ｷﾖｲﾊｼ) 丸山下清井線 1960 23.8 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

寺沖橋 (ﾃﾗｵｷﾊｼ) 寺沖線 1957 29.1 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

板屋橋 (ｲﾀﾔﾊｼ) 清兼板屋線 1965 24.1 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

大伴面橋 (ﾀﾞｲﾊﾝﾒﾝﾊｼ) 兼広大伴面線 1978 15.6 2.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

多屋橋 (ﾀﾔﾊｼ) 兼広大伴面線 1977 23.0 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

船木大橋 (ﾌﾈｷｵｵﾊｼ) 中筋横断線 1970 102.6 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

山蔓1号橋 (ﾔﾏﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 山蔓線 1955 5.7 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

免開橋 (ﾒﾝｶｲﾊｼ) 上免開線 1970 52.0 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ
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下畑橋 (ｼﾓﾊﾞﾀﾊｼ) 下畑線 1950 65.1 1.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

境橋 (ｻｶﾋﾊｼ) 茅の市椋本線 1931 21.2 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

二羽屋橋 (ﾌﾀﾊﾞﾔﾊｼ) 原市日名内線 1974 25.4 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

原市日名内2号橋 (ﾊﾗｲﾁﾋﾅﾅｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 原市日名内線 1980 3.8 8.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

胤津橋 (ﾀﾀﾞﾂﾊｼ) 糺津線 1978 17.4 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊｼ) 法花行大神窪線 1960 17.0 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

岡谷橋 (ｵｶﾔﾊｼ) 後谷中筋線 1993 23.3 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

日山地中1号橋 (ﾋﾔﾏｼﾞﾅｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 日山地中線 1990 28.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

宮地川橋 (ﾐﾔｼﾞｶﾞﾜﾊｼ) 椋本線 1980 25.5 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

椋本橋 (ﾑｸﾓﾄﾊﾞｼ) 椋本足蔭線 1971 29.7 8.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

多田橋 (ﾀﾀﾞﾊｼ) 福礼田中線 1977 36.0 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

油免1号橋 (ｱﾌﾞﾗﾒﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 油免線 1971 15.4 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

末政油免1号橋 (ｽｴﾏｻｱﾌﾞﾗﾒﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 末政油免線 1969 19.5 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

柳亀ヶ迫1号橋 (ﾔﾅｷﾞｶﾒｶﾞｻｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 柳亀ヶ迫線 1971 19.7 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

住田河原1号橋 (ｽﾐﾀﾞｶﾜﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 住田河原線 1965 8.6 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

平坂下1号橋 (ﾋﾗｻｶｼﾓ1ｺﾞｳﾊｼ) 平坂下線 1978 20.3 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

すえなが橋 (ｽｴﾅｶﾞﾊｼ) 吉田下線 1982 21.7 6.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

白取橋 (ｼﾗﾄﾘﾊｼ) 白取線 1970 21.0 5.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

棟重橋 (ﾑﾈｼｹﾞﾊｼ) 宮迫線 1981 16.3 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石走橋 (ｲｼﾊﾞｼﾘﾊｼ) 三角線 1965 25.6 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

熊原橋 (ｸﾏﾊﾞﾗﾊｼ) 熊原線 1965 19.7 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

風呂沖橋 (ﾌﾛｵｷﾊｼ) 風呂ノ沖線 1985 14.8 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石光橋 (ｲｼﾐﾂﾊｼ) 出雲岩越道線 1985 17.8 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

魚ヶ平橋 (ｳｵｶﾞﾋﾗﾊｼ) 竹屋魚ケ平線 1988 16.5 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

石田橋1号橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 石田線 2000 7.3 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

猿面橋 (ｻﾙﾒﾝﾊｼ) 江木線 1960 7.4 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

荒神沖橋 (ｺｳｼﾞﾝｵｷﾊｼ) 昭和池線 1980 6.6 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

竹内橋 (ﾀｹｳﾁﾊｼ) 森縄東線 1980 7.0 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

砂田2号橋 (ｽﾅﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 鬼岩線 1960 7.7 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾞﾆﾊｼ) 下谷線 1985 4.7 18.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

三反田橋 (ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 三反田線 1980 12.4 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

野間橋 (ﾉﾏﾊｼ) 野間線 1985 12.5 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

東町8号線1号橋梁(今橋)

(ﾋｶﾞｼﾏﾁ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ(ｲﾏﾊｼ))

東町８号線 1955 25.2 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

東町22号線1号橋梁(清水

橋)

(ﾋｶﾞｼﾏﾁ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｼﾐｽﾞﾊｼ))

東町２２号線 1935 30.5 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

館町7号線1号橋梁

(ﾔｶﾀﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

館町７号線 1973 14.4 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

港町18号線1号橋梁（船

屋橋）

(ﾐﾅﾄﾏﾁ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ(ﾌﾅﾔﾊｼ))

港町１８号線 1992 39.3 16.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西町29号線1号橋梁（梶

新橋）

(ﾆｼﾏﾁ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ｶｼﾞｼﾝﾊﾞｼ))

西町２９号線 2012 35.0 8.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

宮沖25号線1号橋梁

(ﾐﾔｵｷ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

宮沖２５号線 1955 11.4 5.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

糸崎69号線1号橋梁

(ｲﾄｻﾞｷ69ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

糸崎６９号線 1955 6.0 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

糸崎105号線1号橋梁

(ｲﾄｻﾞｷ105ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

糸崎１０５号線 1960 2.5 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

木原1号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 木原１号線 1970 3.2 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

木原12号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 木原１２号線 1970 2.9 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町32号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町３２号線 1960 9.2 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町42号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ42ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町４２号線 1970 15.1 3.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中之町52号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ52ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町５２号線 1955 6.7 2.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町60号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ60ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町６０号線 1939 14.2 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町62号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ62ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町６２号線 1965 7.0 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町64号線1号橋梁

（西田橋）

(ﾅｶﾉﾁｮｳ64ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾆｼﾀﾞﾊｼ))

中之町６４号線 1963 27.5 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町74号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ74ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町７４号線 1985 9.1 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町76号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町７６号線 1980 11.9 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町76号線2号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

中之町７６号線 1990 11.5 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町77号線1号橋梁

（丸山橋）

(ﾅｶﾉﾁｮｳ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾏﾙﾔﾏﾊｼ))

中之町７７号線 1966 33.5 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町94号線1号橋梁

（畠橋）

(ﾅｶﾉﾁｮｳ94ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾊﾀﾊｼ))

中之町９４号線 1950 33.8 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町111号線1号橋梁

(極東橋)

(ﾅｶﾉﾁｮｳ111ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｷｮｸﾄｳﾊｼ))

中之町１１１号線 1960 33.3 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西宮29号線1号橋梁

(ﾆｼﾐﾔ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

西宮２９号線 1975 11.5 10.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西宮32号線1号橋梁(昭和

橋）

(ﾆｼﾐﾔ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ｼｮｳﾜﾊｼ))

西宮３２号線 1970 9.4 2.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ
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西野2号線1号橋梁(梅観

橋)

(ﾆｼﾉ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ﾊﾞｲｶﾝﾊﾞｼ))

西野２号線 1960 8.3 6.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西野2号線1号橋梁(歩道

橋)

(ﾆｼﾉ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ﾎ

ﾄﾞｳｷｮｳ))

西野２号線 1975 8.2 0.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西野26号線1号橋梁(金水

橋)

(ﾆｼﾉ26ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ｷﾝｽｲﾊｼ))

西野２６号線 1990 11.3 12.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西野26号線2号橋梁(わた

りばし)

(ﾆｼﾉ26ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ﾜﾀﾘﾊﾞｼ))

西野２６号線 1985 9.5 16.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西野39号線1号橋梁 (ﾆｼﾉ39ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 西野３９号線 1960 9.2 2.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西野46号線2号橋梁（77

号橋）

(ﾆｼﾉ46ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(77ｺﾞｳﾊﾞｼ))

西野４６号線 1960 9.9 4.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

駒ヶ原町2号線1号橋梁

(ｺﾏｶﾞﾊﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

駒ケ原町２号線 1950 6.2 6.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

駒ヶ原町2号線3号橋梁

(ｺﾏｶﾞﾊﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

駒ケ原町２号線 1970 3.2 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

明神1号線1号橋梁（宗郷

大橋）

(ﾐｮｳｼﾞﾝ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ(ｿｳｺﾞｳｵｵﾊｼ))

明神１号線 1946 34.3 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

明神1号線2号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

明神１号線 1950 11.8 6.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

明神12号線1号橋梁（親

子橋）

(ﾐｮｳｼﾞﾝ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｵﾔｺﾊｼ))

明神１２号線 1984 21.1 1.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

明神12号線2号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ12ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神１２号線 1980 10.3 1.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

明神12号線3号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ12ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神１２号線 1980 7.8 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

明神19号線1号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神１９号線 1970 9.6 17.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

明神30号線1号橋梁（御

入橋）

(ﾐｮｳｼﾞﾝ30ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾐｲﾘﾊｼ))

明神３０号線 1975 26.6 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

明神32号線1号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神３２号線 1948 23.4 2.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

明神37号線1号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神３７号線 1973 25.0 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

田野浦1号線1号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 田野浦１号線 1965 7.1 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦3号線1号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 田野浦３号線 1965 6.4 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

田野浦15号線2号橋梁

(ﾀﾉｳﾗ15ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

田野浦１５号線 1970 5.4 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦18号線1号橋梁

(ﾀﾉｳﾗ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

田野浦１８号線 1999 7.6 9.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷17号線1号橋梁

(ｿｳｺﾞｳ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

宗郷１７号線 1970 10.1 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷55号線1号橋梁

(ｿｳｺﾞｳ55ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

宗郷５５号線 1975 6.3 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波西町7号線1号橋梁

(ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

須波西７号線 1975 6.8 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町4号線1号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 深町４号線 1980 5.5 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町7号線2号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 深町７号線 1975 10.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

深町13号線1号橋梁

(ﾌｶﾏﾁ13ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

深町１３号線 1965 9.0 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町29号線1号橋梁

(ﾌｶﾏﾁ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

深町２９号線 1960 7.4 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町30号線1号橋梁

(ﾌｶﾏﾁ30ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

深町３０号線 1960 7.6 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

八幡町5号線1号橋梁

(ﾔﾊﾀﾁｮｳ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

八幡町５号線 1975 6.2 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町8号線1号橋梁(山

口橋)

(ﾔﾊﾀﾁｮｳ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ(ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ))

八幡町８号線 1972 17.1 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町20号線1号橋梁

（小加地橋）

(ﾔﾊﾀﾁｮｳ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｺｶｼﾞﾊｼ))

八幡町２０号線 1977 16.6 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

八幡町21号線1号橋梁(篝

大橋)

(ﾔﾊﾀﾁｮｳ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｶｶﾞﾘｵｵﾊｼ))

八幡町２１号線 1980 33.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小坂町1号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

小坂町１号線 1970 10.5 2.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

小坂町18号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

小坂町１８号線 1960 8.5 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

小坂町36号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ36ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

小坂町３６号線 1955 6.6 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町37号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

小坂町３７号線 1965 7.0 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町38号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ38ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

小坂町３８号線 1975 6.1 3.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町72号線1号橋梁

(ｵｻｶﾁｮｳ72ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

小坂町７２号線 1975 6.0 10.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

長谷22号線2号橋梁

(ﾅｶﾞﾀﾆ22ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

長谷２２号線 1975 6.9 12.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

長谷23号線1号橋梁

(ﾅｶﾞﾀﾆ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

長谷２３号線 1970 2.5 6.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

長谷37号線1号橋梁

(ﾅｶﾞﾀﾆ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

長谷３７号線 1980 6.4 2.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

長谷47号線1号橋梁

(ﾅｶﾞﾀﾆ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ)

長谷４７号線 1965 12.8 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

長谷48号線1号橋梁（大

板橋）

(ﾅｶﾞﾀﾆ48ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮ

ｳ(ｵｵｻｶﾊｼ))

長谷４８号線 1969 14.0 6.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田24号線1号橋梁 (ﾇﾀ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 沼田２４号線 1980 7.2 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田24号線2号橋梁 (ﾇﾀ24ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 沼田２４号線 1960 9.8 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町北部4号線1号橋

梁(茲地橋)

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ4ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｼﾞﾁﾊｼ))

沼田東町北部４号線 1970 10.6 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部8号線2号橋

梁(大開橋)

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ8ｺﾞｳｾﾝ2

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ﾀｲｶｲﾊｼ))

沼田東町北部８号線 1970 9.8 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部12号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ12ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｾﾝｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部１２号線 1975 13.3 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部15号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ15ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部１５号線 1976 17.2 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部16号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ16ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部１６号線 1965 130.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町北部23号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ23ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部２３号線 1965 6.9 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町北部28号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ28ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部２８号線 1969 14.0 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町北部36号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ36ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部３６号線 1964 110.0 5.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部36号線2号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ36ｺﾞｳｾﾝ2

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部３６号線 1970 10.4 9.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部43号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ43ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部４３号線 1970 8.0 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ
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沼田東町北部68号線2号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌ68ｺﾞｳｾﾝ2

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町北部６８号線 1971 20.6 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田東町南部22号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ22ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部２２号線 1978 20.5 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町南部22号線3号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ22ｺﾞｳｾﾝ3

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部２２号線 1965 7.4 8.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町南部28号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ28ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部２８号線 1960 8.9 5.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町南部32号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ32ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部３２号線 1965 5.7 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町南部41号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ41ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部４１号線 1970 9.7 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田東町南部42号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ42ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部４２号線 1970 11.1 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町南部49号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ49ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部４９号線 1970 7.9 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町南部68号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ68ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部６８号線 1965 11.5 5.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

小泉町11号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町１１号線 1960 10.7 4.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

小泉町23号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町２３号線 1940 11.6 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小泉町32号線2号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ32ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町３２号線 1960 8.0 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小泉町49号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ49ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町４９号線 1959 13.9 2.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小泉町52号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ52ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町５２号線 1974 14.0 2.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小泉町53号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ53ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町５３号線 1970 13.9 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

高坂町3号線1号橋梁

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

高坂町３号線 1976 16.6 1.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

高坂町9号線2号橋梁(城

前橋)

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ9ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｼﾛﾏｴﾊｼ))

高坂町９号線 1972 21.0 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

高坂町12号線1号橋梁(宮

渡橋)

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾐﾔﾜﾀﾘﾊｼ)

高坂町１２号線 1976 16.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

高坂町47号線1号橋梁

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

高坂町４７号線 1950 7.7 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

高坂町48号線1号橋梁

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ48ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

高坂町４８号線 1960 10.5 4.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

高坂町51号線1号橋梁

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ51ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

高坂町５１号線 1928 14.6 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町4号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

幸崎町４号線 1965 7.3 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町7号線3号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ7ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

幸崎町７号線 1940 9.1 3.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町23号線2号橋梁(行

乗橋)

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ23ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ﾕｷﾉﾘﾊｼ))

幸崎町２３号線 1934 6.5 4.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町40号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ40ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町４０号線 1950 3.4 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町62号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ62ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町６２号線 1940 2.5 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町74号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ74ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町７４号線 1930 5.4 6.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

幸崎町75号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ75ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町７５号線 1990 7.2 16.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町75号線5号橋梁(わ

たせはし)

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ75ｺﾞｳｾﾝ5ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ﾜﾀｾﾊｼ))

幸崎町７５号線 1950 8.3 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町78号線1号橋梁(お

うじはし)

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ78ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ｵｳｼﾞﾊｼ))

幸崎町７８号線 1950 7.0 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町78号線2号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ78ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町７８号線 1955 7.2 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

幸崎町81号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ81ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町８１号線 1975 6.3 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町82号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ82ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町８２号線 1940 2.7 3.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町55号線1号橋梁

(ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ55ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

鷺浦町５５号線 1955 4.7 9.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町76号線2号橋梁(向

田橋)

(ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ﾑｺｳﾀﾞﾊｼ))

鷺浦町７６号線 1955 9.5 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町85号線1号橋梁

(ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ85ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

鷺浦町８５号線 1980 12.4 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田東町南部8号線1号橋

梁(新川橋)

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ8ｺﾞｳｾﾝ1

ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｼﾝｶﾜﾊｼ))

沼田東町南部８号線 1970 8.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町87号線1号橋梁(明

治橋)

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ87ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ﾒｲｼﾞﾊｼ))

幸崎町８７号線 1955 6.0 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

幸崎町87号線2号橋梁(平

和橋)

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ87ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ(ﾍｲﾜﾊｼ))

幸崎町８７号線 1950 7.3 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町74号線1号橋梁(丸

山橋)

(ﾔﾊﾀﾁｮｳ74ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾏﾙﾔﾏﾊｼ))

八幡町７４号線 1960 5.7 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

沼田西町78号線1号橋梁

(あやめ橋)

(ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ78ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｱﾔﾒﾊｼ))

沼田西町７８号線 1996 75.0 12.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町79号線2号橋梁

(常盤橋)

(ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ79ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾄｷﾜﾊｼ))

沼田西町７９号線 1970 3.2 27.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町79号線3号橋梁

(松江橋)

(ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ79ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾏﾂｴﾊｼ))

沼田西町７９号線 1966 45.9 6.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町134号線1号橋梁

(ﾅｶﾉﾁｮｳ134ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮ)

中之町１３４号線 1971 18.0 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

小坂町67号線1号橋梁(竹

の内橋)

(ｵｻｶﾁｮｳ67ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ))

小坂町６７号線 1960 10.1 6.4 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

高坂町76号線2号橋梁(市

場橋)

(ﾀｶｻｶﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ｲﾁﾊﾞﾊｼ))

高坂町７６号線 1955 6.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

本郷町449号線1号橋

(ﾎﾝｺﾞｳﾁｮｳ449ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊ

ｼ)

本郷町４４９号線 1970 3.1 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

久井町泉45号線1号橋

(ｸｲﾁｮｳｲｽﾞﾐ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊ

ｼ)

久井町泉４５号線 2006 2.5 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

久井町泉51号線1号橋

(ｸｲﾁｮｳｲｽﾞﾐ51ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊ

ｼ)

久井町泉５１号線 2006 2.5 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

糸崎171号線1号橋梁(時

広橋)

(ｲﾄｻﾞｷ171ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ(ﾄｷﾋﾛﾊｼ))

糸崎１７１号線 2007 49.0 8.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

糸崎174号線1号橋梁

(ｲﾄｻﾞｷ174ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

糸崎１７４号線 1970 5.5 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

木原23号線1号橋梁（内

畠川橋）

(ｷﾊﾗ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ

(ｳﾁﾊﾞﾀｹｶﾜﾊｼ))

木原２３号線 2010 10.0 8.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

明神19号線3号橋梁

(ﾐｮｳｼﾞﾝ19ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

ﾘｮｳ)

明神１９号線 1970 7.2 22.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

田野浦1号線9号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳｾﾝ9ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 田野浦１号線 1960 4.0 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田東町南部114号線1号

橋梁

(ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ114ｺﾞｳｾﾝ

1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)

沼田東町南部１１４号線 2014 21.1 10.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小泉町85号線1号橋梁

(ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ85ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

小泉町８５号線 1980 4.3 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ
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幸崎町90号線1号橋梁

(ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ90ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

幸崎町９０号線 1960 4.7 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

鷺浦町93号線1号橋梁

(ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ93ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳﾘｮｳ)

鷺浦町９３号線 1975 5.6 5.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

新東西橋 (ｼﾝﾄｳｻﾞｲﾊﾞｼ) 彦ﾉ上東西橋線 1981 20.9 13.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

東尾道橋 (ﾋｶﾞｼｵﾉﾐﾁﾊｼ) 大新西新涯線 1971 18.7 26.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

遊亀橋 (ﾕｳｷﾊﾞｼ) 白江伊予兼線 1973 29.7 8.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

日小橋 (ﾋｼｮｳﾊｼ) 日比崎門田線 1990 16.2 10.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

七軒島橋 (ｼﾁｹﾝｼﾞﾏﾊｼ) 有井小歌島線 1978 17.8 9.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

石井平橋

ｲｼｲﾋﾗﾊｼ

佐波瀬戸幹線 1980 10.8 23.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

川口西大橋

ｶﾜｸﾞﾁﾆｼｵｵﾊｼ

沖野上新涯幹線 1980 10.1 19.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大師橋

ﾀﾞｲｼﾊﾞｼ

御幸２２号線 1978 14.1 19.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

第一葛城橋

ﾀﾞｲｲﾁｶﾂﾗｷﾞﾊｼ

手城沖野上幹線 1985 10.2 19.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋１

ﾑﾒｲﾊｼｲﾁ

福山駅箕沖幹線 1980 64.3 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東深津春日幹線１号橋

ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｶｽｶﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳﾊｼ

東深津春日幹線 1969 12.9 18.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

蓮池橋

ﾊｽｲｹﾊﾞｼ

御幸地吹幹線 1975 11.4 15.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

法界橋

ﾎｳｶｲﾊｼ

佐波瀬戸幹線 1957 16.1 13.7 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

蘆水橋

ｱｼﾐｽﾞﾊｼ

水呑箕島幹線 1976 23.2 13.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手東手城幹線１号橋

ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳﾊｼ

山手東手城幹線 1980 12.9 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手東手城幹線５号橋

ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｺﾞｺﾞｳ

ﾊｼ

山手東手城幹線 1970 11.6 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東町西深津幹線１号橋

ﾋｶﾞｼﾏﾁﾆｼﾌｶﾂｶﾝｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳﾊｼ

東町西深津幹線 1930 11.7 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

小森橋

ｺﾓﾘﾊﾞｼ

津之郷瀬戸幹線 2003 59.2 11.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

常福橋

ﾂﾈﾌｸﾊｼ

芦田川右岸２号幹線 1993 52.0 10.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

佐波橋

ｻﾊﾞﾊﾞｼ

佐波瀬戸幹線 1987 53.1 9.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

小田川橋

ｵﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ

佐波瀬戸幹線 1975 11.9 9.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋２

ﾑﾒｲﾊｼﾆ

春日坪生１号幹線 1960 11.0 9.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

平木橋

ﾋﾗｷﾊﾞｼ

赤坂瀬戸幹線 1981 27.4 9.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

手城橋

ﾃｼﾛﾊﾞｼ

手城伊勢丘幹線 2003 61.2 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

御門新涯幹線４号橋

ﾐｶﾄﾞｼﾝｶﾞｲｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊ

ｼ

御門新涯幹線 1935 10.1 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

草戸大橋

ｸｻﾄﾞｵｵﾊｼ

草戸３７号線 1932 365.9 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

伊勢丘線３号西橋

ｲｾｶﾞｵｶｾﾝｻﾝｺﾞｳﾆｼﾊｼ

手城伊勢丘幹線 1972 39.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

古家橋

ﾌﾙﾔﾊﾞｼ

大門１８５号線 1970 10.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中津原橋

ﾅｶﾂﾊﾗﾊﾞｼ

御幸千田線 1972 87.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

伊勢丘線３号東橋

ｲｾｶﾞｵｶｾﾝｻﾝｺﾞｳﾋｶﾞｼﾊｼ

手城伊勢丘幹線 1972 42.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

達中橋

ﾀｯﾁｭｳﾊｼ

中山南熊野幹線 1965 10.3 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

安井橋

ﾔｽｲﾊﾞｼ

宮内下安井１号線 1964 10.0 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

出原橋

ｲﾃﾞﾊﾗﾊﾞｼ

芦田川左岸１号線 1977 98.7 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

嫁田橋

ﾖﾒﾀﾊｼ

瀬戸３２号線 1996 15.0 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

生尺橋

ﾅﾏｼｬｸﾊｼ

熊野１１２号線 1970 10.8 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

最明寺橋

ｻｲﾐｮｳｼﾞﾊｼ

御幸５０号線 1987 11.2 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷瀬戸幹線２号橋

ﾂﾉｺﾞｳｾﾄｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ

津之郷瀬戸幹線 1964 10.7 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

瀬戸池橋

ｾﾄｲｹﾊｼ

瀬戸１４６号線 1930 13.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

入船手城線１号橋

ｲﾘﾌﾈﾃｼﾛｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ

入船手城線 1975 12.1 1.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

瀬戸５１号線１号橋

ｾﾄｺﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ

瀬戸５１号線 1975 10.6 1.2 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

稲荷島橋

ｲﾅﾘｼﾏﾊｼ

南今津松永幹線 1992 20.8 20.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

新涯大橋

ｼﾝｶﾞｲｵｵﾊｼ

沖野上新涯幹線 1976 80.1 17.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手立体

ﾔﾏﾃﾘｯﾀｲ

山手東手城幹線 1978 58.1 14.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

新涯東雲８号橋

ｼﾝｶﾞｲｼﾉﾉﾒﾊﾁｺﾞｳﾊｼ

千田一文字幹線 1967 15.6 13.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東大橋

ﾋｶﾞｼｵｵﾊｼ

東村今津幹線 1986 47.6 12.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日池橋

ｶｽｶﾞｲｹﾊﾞｼ

春日青葉台幹線 1973 15.7 11.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

元屋橋

ﾓﾄﾔﾊﾞｼ

西中条３１号線 1991 11.5 10.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

小田川橋

ｵﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ

佐波瀬戸幹線 1970 36.6 9.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

大橋橋

ｵｵﾊｼﾊｼ

芦田川右岸１号幹線 2001 48.2 9.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

堀町上橋

ﾎﾘﾏﾁｳｴﾊｼ

上有地２号幹線 2005 16.0 9.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

渡上橋

ﾜﾀｶﾞﾐﾊｼ

宮内雨木幹線 1999 50.8 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春辺橋

ｶｽﾍﾞﾊｼ

常石草深幹線 1981 47.6 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坊寺大橋

ﾎﾞｳｼﾞｵｵﾊｼ

芦田川左岸１号幹線 1980 46.0 8.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

奈良津公園前橋

ﾅﾗﾂｺｳｴﾝﾏｴﾊﾞｼ

千田奈良津幹線 2005 16.9 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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ｻﾀﾞﾑﾌｼﾞﾊｼ

金江中山南幹線 2000 10.3 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

八尋４６号線１号橋

ﾔﾋﾛﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳﾊｼ

八尋４６号線 1988 11.0 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷橋

ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ

東村神村２号幹線 1988 67.1 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東村神村２号幹線３号橋

ﾋｶﾞｼﾑﾗｶﾑﾗﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｻ

ﾝｺﾞｳﾊｼ

東村神村２号幹線 1985 10.0 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松尾尻橋

ﾏﾂｵｼﾞﾘﾊｼ

下山南３２号線 1975 14.5 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

横島３号幹線１号橋

ﾖｺｼﾏｻﾝｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ﾊｼ

横島３号幹線 1985 10.0 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

篠坪橋

ｼﾉﾂﾎﾞﾊｼ

津之郷山手３号線 1990 14.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中島橋

ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ

中島万能倉幹線 1975 14.0 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

ぼうずぶち橋

ﾎﾞｳｽﾞﾌﾞﾁﾊｼ

山野２号幹線 2001 11.7 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宇津木橋

ｳﾂｷﾞﾊﾞｼ

山野２号幹線 2005 10.5 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

明泉寺橋

ﾐｮｳｾﾝｼﾞﾊｼ

近田万能倉２号線 1960 15.0 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

栗根橋

ｱﾜﾈﾊﾞｼ

粟根中野幹線 1950 12.0 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

湯野下御領幹線１号橋

ﾕﾉｼﾓｺﾞﾘｮｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ

ｼ

湯野下御領幹線 1970 11.1 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

法界橋

ﾎｳｶｲﾊｼ

佐波瀬戸幹線 1980 12.3 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下竹田橋

ｼﾓﾀｹﾀﾞﾊﾞｼ

下竹田蔵王幹線 1980 14.0 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

王子橋

ｵｳｼﾞﾊｼ

中山南熊野幹線 1965 13.9 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

二十軒屋橋

ﾆｼﾞｭｯｹﾝﾔﾊﾞｼ

御幸川南１号線 1962 52.8 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

吾妻橋

ｱﾂﾞﾏﾊﾞｼ

高西今津幹線 1955 37.0 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

新牛飼橋

ｼﾝｳｼｶｲﾊﾞｼ

法成寺中島幹線 1970 24.0 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

金毘羅橋

ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ

東村神村１号幹線 1952 17.0 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

明治１号橋

ﾒｲｼﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ

下山南常石線 1980 15.7 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

芦田橋

ｱｼﾀﾞﾊﾞｼ

下有地４３号線 1960 15.0 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

八日谷橋

ﾖｳｶﾀﾞﾆﾊﾞｼ

中山南熊野幹線 1965 11.4 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

観音橋

ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ

佐波３号線 1985 12.7 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大山橋

ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ

北山粟根３号線 1985 11.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

安井橋

ﾔｽｲﾊﾞｼ

宮内下安井１号線 1971 62.0 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋３

ﾑﾒｲﾊｼｻﾝ

本郷４号線 1990 11.4 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常橋

ﾂﾈﾊｼ

常１４０号線 1975 27.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

桜原橋

ｻｸﾗﾊﾗﾊｼ

芦原１１号線 1980 20.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川南橋

ｶﾜﾐﾅﾐﾊｼ

矢川１号線 1960 13.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

天神橋

ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ

佐波２号線 1984 17.2 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

払殿橋

ﾊﾞﾗｲﾄﾉﾊﾞｼ

西中条徳田線 1976 16.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

下池橋

ｼﾀｲｹﾊｼ

道上徳田幹線 1973 16.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

父尾中橋

ﾁﾁｵﾅｶﾊｼ

藤尾常線 1970 13.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

大明神橋

ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ

能登原４９号線 1980 10.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

安楽寺橋

ｱﾝﾗｸｼﾞﾊﾞｼ

宮内下安井４号線 1967 67.7 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

本郷橋

ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ

東村神村２号幹線 1970 14.5 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

奥江尻橋

ｵｸｴｼﾞﾘﾊｼ

常石下山南１号線 1975 14.0 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

池尻橋

ｲｹｼﾞﾘﾊﾞｼ

山野２号幹線 1955 38.1 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

住江橋

ｽﾐｴﾊﾞｼ

下山南常石線 1958 16.5 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

服部本郷２号線３号橋

ﾊｯﾄﾘﾎﾝｺﾞｳﾆｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞ

ｳﾊｼ

服部本郷２号線 1980 10.4 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

藤ﾉ木橋

ﾌｼﾞﾉｷﾊｼ

中野８号線 1970 21.0 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

横島２号幹線１号橋

ﾖｺｼﾏﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ

ｼ

横島２号幹線 1970 11.4 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

落合橋

ｵﾁｱｲﾊﾞｼ

北山粟根１号線 1980 13.5 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西田橋

ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ

山野４４号線 1960 49.1 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

矢川橋

ﾔｶﾜﾊﾞｼ

常石草深線 1960 14.5 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

当免橋

ﾄｳﾒﾝﾊｼ

上安井宮内幹線 1961 109.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

新橋

ｼﾝﾊﾞｼ

八尋下竹田幹線 1975 20.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

講和橋側道橋

ｺｳﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ

高西２４号線 1989 79.0 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

金江瀬戸幹線２号橋

ｶﾈｴｾﾄｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ

金江瀬戸幹線 1974 10.6 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

金江瀬戸幹線３号橋

ｶﾅｴｾﾄｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ

金江瀬戸幹線 1975 10.6 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

地蔵橋歩道橋

ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ

新市福田幹線 1975 10.1 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

八幡橋

ﾔﾊﾀﾊﾞｼ

高屋川左岸１号線 1998 13.5 1.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

吾妻歩道橋

ｱｽﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ

高西今津幹線 1972 37.2 1.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

神谷川橋

ｶﾐﾔｶﾜﾊｼ

新市福田幹線 1962 61.2 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

蔀山橋

ｼﾄﾐﾔﾏﾊｼ

三吉西深津幹線 1975 12.9 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ
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川西橋

ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ

御幸２６号線 1930 29.8 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

一号橋

ｲﾁｺﾞｳﾊｼ

東手城引野１号線 1940 17.2 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

向金丸上橋

ﾑｶｲｶﾈﾏﾙｳｴﾊｼ

金丸２号幹線 1945 22.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷７７号線１号橋

ﾂﾉｺﾞｳﾅﾅｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲ

ﾁｺﾞｳﾊｼ

津之郷７７号線 1950 11.6 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

上加茂橋

ｶﾐｶﾓﾊﾞｼ

下加茂上加茂１号線 1950 20.1 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

生田橋

ｲｸﾀﾊﾞｼ

下有地福田３号線 1951 19.0 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

室屋橋

ﾑﾛﾔﾊﾞｼ

坊寺６号線 1951 15.1 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

竹ﾉ下橋

ﾀｹﾉｼﾓﾊｼ

中野２０号線 1951 17.6 7.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

出店橋

ﾃﾞﾐｾﾊﾞｼ

下有地４９号線 1952 15.4 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

大鉾橋

ｵｵﾎｺﾊｼ

江良１９号線 1952 15.0 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

藤十橋

ﾄｳｼﾞｭｳﾊｼ

江良２１号線 1952 15.1 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

畳屋橋

ﾀﾀﾐﾔﾊﾞｼ

本郷３９号線 1952 28.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

四条橋

ﾖｼﾞｮｳﾊﾞｼ

中野２８号線 1952 20.8 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

市頭橋

ｲﾁｶﾞｼﾗﾊﾞｼ

本郷２５号線 1952 19.3 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新堂橋

ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ

西中条４２号線 1952 11.4 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

仲間橋

ﾅｶﾏﾊｼ

今津２０号線 1953 30.5 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

国信橋

ｸﾆﾉﾌﾞﾊｼ

中野５７号線 1953 20.9 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

稲荷橋

ｲﾅﾘﾊﾞｼ

倉光江良２号線 1953 16.8 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

瓜原橋

ｳﾘﾊﾗﾊｼ

福田４５号線 1954 30.2 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手橋

ﾔﾏﾃﾊﾞｼ

山手東手城幹線 1955 22.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

野上沖野上１号線１号橋

ﾉｶﾞﾐｵｷﾉｶﾞﾐｳｴｲﾁｺﾞｳｾﾝ

ｲﾁｺﾞｳﾊｼ

野上沖野上１号線 1955 10.7 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

鏡橋

ｶｶﾞﾐﾊｼ

法成寺９号線 1957 18.2 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

三枚橋

ｻﾝﾏｲﾊﾞｼ

宝町東深津幹線 1957 19.7 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

古家橋

ﾌﾙﾔﾊﾞｼ

大門１８５号線 1959 10.8 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

江村下橋

ｴﾑﾗｼﾓﾊｼ

藤尾１８号線 1960 10.4 1.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

藤尾１５号線１号橋

ﾌｼﾞｵｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ﾊｼ

藤尾１５号線 1960 10.0 1.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

古川橋

ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ

下加茂３９号線 1960 22.1 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

稲葉橋

ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼ

中野４５号線 1960 23.7 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

平和橋

ﾍｲﾜﾊﾞｼ

常１４７号線 1960 29.4 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

松浜７号線１号橋

ﾏﾂﾊﾏﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ

松浜７号線 1960 10.5 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

観音橋

ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ

佐波３号線 1960 21.5 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田中橋

ﾀﾅｶﾊﾞｼ

福田７４号線 1960 31.0 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

天津橋

ﾃﾝｼﾝﾊﾞｼ

本町吉津町線 1960 11.5 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山崎橋

ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ

春日５６号線 1960 18.1 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

小田原橋

ｵﾀﾞﾜﾗﾊﾞｼ

山野２１号線 1960 32.9 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

堀池橋

ﾎﾘｲｹﾊﾞｼ

徳田３１号線 1960 16.1 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

昭和橋

ｼｮｳﾜﾊﾞｼ

下御領平野３号線 1960 19.8 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸９４号線１号橋

ｾﾄｷｭｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳﾊｼ

瀬戸９４号線 1960 14.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西中条７２号線１号橋

ﾆｼﾁｭｳｼﾞｮｳﾅﾅｼﾞｭｳﾆｺﾞｳ

ｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ

西中条７２号線 1960 12.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

新川橋

ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ

十九軒屋御幸幹線 1960 14.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵本橋

ｸﾗﾓﾄﾊﾞｼ

金丸１０１号線 1960 21.0 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

高尾橋

ﾀｶｵﾊﾞｼ

山野６０号線 1960 10.3 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

松浜東川口２号線２号橋

ﾏﾂﾊﾏﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁﾆｺﾞｳｾﾝ

ﾆｺﾞｳﾊｼ

松浜東川口２号線 1960 12.5 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

金芳橋

ｶﾈﾖｼﾊｼ

湯野６２号線 1960 17.4 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

土橋

ﾂﾁﾊｼ

吉津町胡町線 1960 10.5 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

荒神橋

ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ

神村宮前線 1961 35.8 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

父尾橋

ﾁﾁｵﾊﾞｼ

藤尾３８号線 1962 14.0 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

伸平橋

ﾉﾌﾞﾋﾗﾊﾞｼ

本郷８号線 1962 16.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

尾越橋

ｵｺﾞｴﾊﾞｼ

瀬戸６７号線 1963 22.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西三丁目大橋

ﾆｼｻﾝﾁｮｳﾒｵｵﾊｼ

川口１７号線 1963 10.5 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１８３号線１号橋

ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳ

ｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ

大門１８３号線 1963 10.8 9.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

亀屋橋

ｶﾒﾔﾊｼ

福田５７号線 1964 18.5 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

五入道橋

ｺﾞﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ

福田６９号線 1964 17.6 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

音無橋 (ｵﾄﾅｼﾊｼ) 中須西町線 1955 8.5 13.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中須大橋1 (ﾅｶｽｵｵﾊｼ1) 芦田川左岸線 1979 28.7 7.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

横井新橋 (ﾖｺｲｼﾝﾊﾞｼ) 芦田川左岸線 1983 66.1 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ



管理者

点検記

録

管理者名

都道府県名

市区町村名

判定区

分

行政区域

橋梁名(フリガナ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

中須大橋2 (ﾅｶｽｵｵﾊｼ2) 亀寿中須団地線 1979 132.0 7.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

鴫谷橋1 (ｼｷﾞﾀﾆﾊｼ1) 鴫谷広谷線 1955 135.4 2.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 鴫谷広谷線 1987 22.3 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

僧殿橋 (ｿｳﾄﾞﾝﾊﾞｼ) 栗柄下川辺線 1963 35.8 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府中新橋 (ﾌﾁｭｳｼﾝﾊﾞｼ) 府中瀬戸栗柄線 1960 150.5 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府中新橋側道橋 (ﾌﾁｭｳｼﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 府中瀬戸栗柄線 1991 150.5 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

布渡橋 (ﾇﾉﾜﾀﾘﾊｼ) 久佐永野線 1958 54.1 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

鴫谷橋2 (ｼｷﾞﾀﾆﾊｼ2) 芦田川右岸線 1985 28.3 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

四日市橋 (ﾖｯｶｲﾁﾊﾞｼ) 芦田川右岸線 1986 32.2 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

上前原橋１ (ｶﾐﾏｴﾊﾗﾊｼ1) 芦田川右岸線 1994 103.0 9.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

青屋橋 (ｱｵﾔﾊｼ) 中須府川線 1967 25.5 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府川橋 (ﾌｶﾜﾊｼ) 用土元町線 1961 13.5 6.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府川新橋 (ﾌｶﾜｼﾝﾊﾞｼ) 土生元町線 1973 137.2 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

松坂橋 (ﾏﾂｻﾞｶﾊﾞｼ) 土生元町線 1981 11.4 29.8 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

常国橋 (ﾂﾈｸﾆﾊｼ) 河南三郎丸線 2007 43.0 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

柳田橋 (ﾘｭｳﾀﾊｼ) 河面大平線 1957 45.0 5.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

大畠橋 (ｵｵﾊﾞﾀｹﾊｼ) 舟割幹線 1945 28.0 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊｼ) 阿字木野山線 1972 26.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

宮原橋 (ﾐﾔﾊﾗﾊｼ) 阿字木野山線 1972 26.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

志戸原橋 (ｼﾄﾊﾗﾊｼ) 阿字木野山線 1972 27.0 3.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

戸羽橋 (ﾄﾊﾞﾊｼ) 阿字木野山線 1972 17.5 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

門田新橋 (ｶﾄﾞﾀｼﾝﾊﾞｼ) 桜が丘団地中央線 1999 18.0 12.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

助迫谷橋 (ｽｹｻｺﾀﾆﾊｼ) 下開上塚原線 1992 39.0 10.4 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

亀木橋 (ｶﾒｷﾊｼ) 久佐諸毛線 2009 54.6 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

江木河原橋 (ｴｷﾞｶﾜﾗﾊﾞｼ) 中須高木2号線 1967 27.6 4.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

稲荷木橋 (ｲﾅﾘｷﾊｼ) 高木1号線 1966 24.3 6.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

宝台院橋 (ﾎｳﾀｲｲﾝﾊﾞｼ) 高木11号線 1975 20.5 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府中大橋 (ﾌﾁｭｳｵｵﾊｼ) 土生4号線 1956 138.2 4.4 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

府中5号橋 (ﾌﾁｭｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 府中8号線 1975 21.0 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

前原橋 (ﾏｴﾊﾗﾊｼ) 目崎父石1号線 1965 54.0 2.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

下前原橋 (ｼﾓﾏｴﾊﾗﾊｼ) 目崎父石16号線 2004 56.6 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

落合大橋 (ｵﾁｱｲｵｵﾊｼ) 父石8号線 1955 71.4 2.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

上前原橋２ (ｶﾐﾏｴﾊﾗﾊｼ2) 父石13号線 1935 73.4 2.4 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

定国橋 (ｻﾀﾞｸﾆﾊｼ) 篠根1号線 1965 42.0 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊﾞｼ) 篠根7号線 1961 45.1 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

三郎丸5号橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙ5ｺﾞｳｷｮｳ) 三郎丸2号線 1977 18.5 4.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

河南橋 (ｶﾅﾝﾊﾞｼ) 河南3号線 1955 42.3 5.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

河南側道橋 (ｶﾅﾝｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ) 河南3号線 1975 42.3 2.3 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

鵜目橋 (ｳﾉﾒﾊｼ) 河面1号線 1973 45.6 2.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊｼ) 河面6号線 1973 48.8 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 河佐1号線 1973 43.0 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊｼ) 河佐3号線 1973 46.5 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

見田橋 (ｹﾝﾀﾞﾊｼ) 河佐4号線 1973 46.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

下神谷橋 (ｼﾓｶﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 河佐6号線 1973 61.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

神谷橋 (ｶﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 河佐6号線 1973 34.9 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

久佐3号橋 (ｸｻ3ｺﾞｳｷｮｳ) 久佐1号線 1975 15.0 3.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 阿字久佐1号線 1972 32.4 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

矢木原橋 (ﾔｷﾞﾊﾗﾊｼ) 阿字久佐1号線 1975 40.0 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

昭和橋１ (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ1) 阿字3号線 1972 31.5 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

小林橋 (ｵﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 阿字5号線 1972 31.0 2.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高谷橋 (ﾀｶﾔﾊｼ) 木野山4号線 1972 20.8 2.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

千年橋 (ﾁﾄｾﾊｼ) 木野山5号線 1952 20.2 6.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 木野山15号線 1980 18.4 4.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 河井森貞線 1996 21.6 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

翁橋 (ｵｷﾅﾊﾞｼ) 辰のロ切田尻線 1935 12.9 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

夫婦橋 (ﾒｵﾄﾊﾞｼ) 横川塚の鼻線 1975 13.5 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ
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法界山橋 (ﾎｳｶｲｻﾝﾊｼ) 植木井永線 1987 16.1 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

年切橋 (ﾄｼｷﾘﾊﾞｼ) 年切二森線 1976 24.0 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

寺井出橋 (ﾃﾗｲﾃﾞﾊｼ) 上野町日南線 1975 22.2 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 入田線 1970 23.5 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

天神橋側道橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 入田線 2005 27.7 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高枡橋 (ﾀｶﾏｽﾊｼ) 辰のロ家の前線 1973 16.5 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

奥山橋 (ｵｸﾔﾏﾊｼ) 辰のロ家の前線 1979 23.7 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲﾞｼﾝｷｮｳ) 岩崎翁線 1975 15.0 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

龍王橋 (ﾘｭｳｵｳﾊｼ) 沖見支線 1975 13.6 3.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

下深江橋 (ｼﾓﾌｶｴﾊﾞｼ) 浜岩横山線 1965 22.7 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

深江大橋 (ﾌｶｴｵｵﾊｼ) 横山宮の沖線 1965 27.6 3.1 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

直線橋 (ﾁｮｸｾﾝﾊﾞｼ) 植木井永支線 1945 14.6 4.2 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

友金橋 (ﾄﾓｶﾞﾈﾊｼ) 1号井永線 1960 17.2 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

末国橋 (ｽｴｸﾆﾊｼ) 3号井永支線 1936 14.2 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

野呂橋 (ﾉﾛﾊｼ) 3号井永支線 1963 17.5 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

釈迦丸橋 (ｼｬｶﾏﾙﾊｼ) 釈迦丸線 1975 22.8 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 中栗線 1975 20.8 4.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

法城寺橋 (ﾎｳｼﾞｮｳｼﾞﾊｼ) 太田1号線 1975 21.6 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

三共橋 (ｻﾝｷｮｳﾊｼ) 松江三共線 1975 15.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

川手橋 (ｶﾜﾃﾊｼ) 川手線 1965 19.9 2.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

溝下橋 (ﾐｿﾞｼﾓﾊｼ) 溝下2号線 1975 17.5 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

新深江大橋 (ｼﾝﾌｶｴｵｵﾊｼ) 浜岩横山線 1993 33.3 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

郷橋 (ｶﾞﾞｳﾊﾞｼ) 落合松崎線 1932 19.4 6.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

防地橋 (ﾎﾞｳﾁﾞﾊﾞｼ) 落合松崎線 1982 15.0 7.4 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊｼ) 海田原田幸線 1989 155.0 6.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

矢井大橋 (ﾔｲｵｵﾊｼ) 海田原田幸線 1994 160.0 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

巴橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼ) 三玉清綱線 1930 48.0 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

巴橋歩道橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 三玉清綱線 1974 48.0 1.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

神杉81号線一号橋 (ｶﾐｽｷﾞ81ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神杉81号線 1984 21.7 3.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

河内36号線二号橋 (ｺｳﾁ36ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 河内36号線 1984 16.0 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

後原宮平1号橋 (ｱﾄﾊﾗﾐﾔﾋﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 矢井314号線 1981 30.1 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

机谷２号橋 (ﾂｸｴﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊｼ) 西野300号線 1995 16.8 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

かじや橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 敷名市八幡原線 1964 26.9 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

梅ヶ坪橋側道橋 (ｳﾒｶﾞﾂﾎﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道和知塩町線 1967 15.9 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 県道和知塩町線 1970 4.3 9.9 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

矢谷三号橋 (ﾔﾀﾞﾆｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 川西32号線 不明 4.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

鴨橋 (ｶﾓﾊｼ) 有田249号線 不明 2.7 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

広川橋 (ﾋﾛｶﾜﾊｼ) 県道和知塩町線 1950 4.0 2.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊｼ) 敷地442号線 不明 11.7 1.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

上田谷橋 (ｶﾐﾀﾀﾞﾆﾊｼ) 敷名56号線 不明 12.1 1.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

上成広橋 (ｶﾐｼｹﾞﾋﾛﾊｼ) 羽出庭107号線 不明 12.1 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

渡屋橋 (ﾜﾀﾘﾔﾊｼ) 羽出庭114号線 不明 9.0 2.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

垣之木橋 (ｶｷﾉｷﾊｼ) 有田248号線 不明 4.8 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

新上谷橋 (ｼﾝｳｴﾀﾆﾊﾞｼ) 法象寺宮ヶ瀬線 1980 17.7 4.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

西大橋 (ﾆｼｵｵﾊｼ) 砂ヶ原陰地線 1962 37.1 5.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

須佐橋 (ｽｻﾊｼ) 吸谷線 1993 19.8 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 江原線 1979 19.6 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

江原橋 (ｺﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ) 谷地宮の谷線 2002 20.1 11.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

万代橋 (ﾖﾛﾂﾞﾖﾊｼ) 町中線 1933 32.3 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

大津橋 (ｵｵﾂﾊｼ) 井手平1号線 1990 24.2 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

新下の谷橋 (ｼﾝｼﾓﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 蔭地日南線 1991 19.0 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

井出平橋 (ｲﾃﾞﾋﾗ) 県道大津横谷線 2000 32.0 10.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

河戸橋 (ｺｳﾄﾞﾊｼ) 下布野73号線 1984 33.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大隅橋 (ｵｵｽﾐﾊｼ) 下布野69号線 2002 38.0 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

河本橋 (ｺｳﾓﾄﾊﾞｼ) 下布野62号線 1973 24.4 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

有馬橋 (ｱﾘﾏﾊｼ) 上布野45号線 1960 19.1 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ
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常盤橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 上布野46号線 1933 22.4 6.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

小原屋橋 (ｵﾊﾞﾗﾔﾊｼ) 上布野86号線 1999 19.1 8.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

湊新橋 (ﾐﾅﾄｼﾝﾊﾞｼ) 下作木36号線 1987 27.4 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

作木橋 (ｻｸｷﾞﾊﾞｼ) 下作木43号線 1986 26.0 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

撰荷地橋 (ｾﾝﾆﾁﾊｼ) 下作木59号線 1986 22.8 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

記念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 東入君62号線 1959 50.7 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

柳田橋 (ﾔﾅｲﾀﾞﾊﾞｼ) 下布野58号線 1964 19.7 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾊﾞｼ) 上布野38号線 1984 21.4 6.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下ケ原橋 (ｼﾓｶﾞﾊﾗﾊｼ) 上布野104号線 1993 20.4 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

県道大津横谷線1号BK (ｹﾝﾄﾞｳｵｵﾂﾖｺﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳBK) 県道県道大津横谷線 不明 7.4 8.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

本郷木呂田３号橋 (ﾎﾝｺﾞｳｷﾛﾀｻﾝｺﾞｳ) 県道木呂田本郷線 1974 6.4 11.1 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

本郷木呂田２号橋 (ﾎﾝｺﾞｳｷﾛﾀﾆｺﾞｳ) 県道木呂田本郷線 1974 6.1 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

無名橋1 (ﾑﾒｲﾊｼ1) 県道木呂田本郷線 不明 9.7 14.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

江谷橋 (ｴﾀﾞﾆ) 県道大津横谷線 1966 10.8 6.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾞﾆ) 県道大津横谷線 1966 8.6 6.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 穴笠畠敷線 1972 166.9 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

備北大橋 (ﾋﾞﾎｸｵｵﾊｼ) 西酒屋仁賀線 1976 159.0 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

三和橋 (ｻﾝﾜﾊｼ) 岡田向江田線 1973 105.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

折原橋 (ｵﾘﾊﾗﾊﾞｼ) 穴笠畠敷線 1989 115.1 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊｼ) 向江田本線 1975 115.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

石見堂橋 (ｲｼﾐﾄﾞｳﾊﾞｼ) 下川立子ノ木線 1968 111.6 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

田戸大橋 (ﾀﾄﾞｵｵﾊｼ) 仁賀灰塚線 2000 71.5 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 下青河本線 1975 110.4 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 中ノ村地主平線 1970 113.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

千歳橋側道橋 (ﾁﾄｾﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道和知塩町線 1989 120.5 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

赤城橋 (ｱｶｼﾞｮｳﾊｼ) 興亜片野線 2002 20.5 9.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

元衛橋 （ﾓﾄｴｲﾊﾞｼ） 敷地三玉線 1988 74.2 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

信平橋 (ﾉﾌﾞﾋﾗﾊｼ) 中原下本谷線 1966 17.7 6.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

芋面川橋 (ｲﾓﾂﾞﾗｶﾞﾜﾊｼ) 西酒屋仁賀線 1980 20.2 8.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

菅田橋 (ｽｶﾞﾀﾊﾞｼ) 菅田本線 1997 29.1 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

深川一号橋 (ﾌｶｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 永屋銅亀線 1971 98.8 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊﾞｼ) 三玉清綱線 1944 72.3 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

毘沙門橋歩道橋 (ﾋﾞｼｮﾓﾝﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 三玉清綱線 1974 72.3 1.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

片野橋 (ｶﾀﾉﾊｼ) 海田原田幸線 1994 22.4 7.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

一之渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 敷地三玉線 1970 37.5 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

船津橋 (ﾌﾅﾂﾊﾞｼ) 田利線 1997 82.6 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

清納橋 (ｾｲﾉｳﾊﾞｼ) 皆瀬加納線 1971 72.2 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

久松橋 (ﾋｻﾏﾂﾊｼ) 長田久松線 1983 58.8 11.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

黒田橋 (ｸﾛﾀﾞﾊｼ) 三良坂田利線 1971 66.0 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大畷橋 (ｵｵﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 三良坂田利線 1971 80.1 5.4 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

国光橋 (ｸﾆﾐﾂﾊｼ) 大力谷線 1982 18.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 敷名市八幡原線 1960 36.1 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

四辻橋 (ﾖﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 四辻線 1965 21.2 7.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

伏越橋 (ﾌｾｺﾞｼﾊｼ) 伏越品線 1963 33.9 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

神之瀬橋 (ｶﾝﾉｾﾊｼ) 戸河内山家線 1976 74.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

陣山橋 (ｼﾞﾝﾔﾏﾊｼ) 山家線 1999 38.0 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

殿山橋 (ﾄﾉﾔﾏﾊｼ) 海田原田幸線 1988 35.0 6.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

甲成橋 (ｺｳﾅﾘﾊﾞｼ) 甲成線 1971 16.3 7.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

正田橋 (ｼｮｳﾀﾞﾊｼ) 庄里線 1961 37.0 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

堀越上橋 (ﾎﾘｺｼｶﾐﾊｼ) 庄里線 1980 16.5 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

堀越橋 (ﾎﾘｺｼﾊｼ) 庄里線 1983 30.5 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

萩谷橋 (ﾊｷﾞﾀﾆﾊｼ) 海田原田幸線 1995 42.0 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

鷲尾橋 (ﾜｼｵﾊｼ) 興亜片野線 2003 76.0 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

仁賀大橋 (ﾆｶｵｵﾊｼ) 仁賀灰塚線 1992 39.3 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

千土木橋 (ｾﾝﾄｷﾊｼ) 備尺草木線 1972 17.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

和郷橋 (ﾜｺﾞｳﾊｼ) 板木線 1970 23.3 6.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ
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奥谷橋 (ｵｸﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 門出奥谷線 1973 19.6 11.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ) 政広線 2001 17.2 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊｼ) 本郷大鮒堀線 1978 90.1 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

横路橋 (ﾖｺﾛﾊﾞｼ) 東河内穴笠線 1966 97.8 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

甲田橋 (ｺｳﾀﾞﾊｼ) 来源魚切線 1974 19.8 5.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

新二本松橋 (ｼﾝﾆﾎﾝﾏﾂﾊｼ) 田口泉水線 2000 16.5 10.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

比多和橋 (ﾋﾀﾜﾊｼ) 和知向江田線 1962 17.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

神祇橋 (ｼﾝｷﾞﾊｼ) 八石石田線 1963 16.0 2.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ) 本郷大鮒堀線 1974 74.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊｼ) 大坪西川線 1951 32.6 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 桧線 1970 38.8 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

佐田原橋 (ｻﾀﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 段光清線 1938 45.3 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 光清線 1973 29.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

鈴鹿橋 (ｽｽﾞｶﾊｼ) 新開鈴鹿線 1975 62.1 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 岡田新開線 1974 62.1 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

浅浦橋 (ｱｻｳﾗﾊﾞｼ) 三良坂岡田線 1972 63.0 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

御霊橋 (ﾐﾀﾏﾊｼ) 羽出庭205号線 2000 24.4 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 山崎線 1966 29.7 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上壱歩橋 (ｶﾐｲｯﾎﾟﾊｼ) 光登喜原田線 1986 15.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 日南線 1971 24.5 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

向三原橋 (ﾑｺｳﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 日下宇峠線 1983 86.2 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

日光寺橋 (ﾆｯｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 日光寺線 1978 20.0 8.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

牛渕橋 (ｳｼﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市場下瀬谷線 1968 26.1 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

大当二号橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 西組切田線 2003 18.9 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜﾊｼ) 糸井海渡線 1991 61.2 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中坪橋 (ﾅｶﾂﾎﾞﾊｼ) 郷国兼線 2001 57.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

諏訪ノ森橋 (ｽﾜﾉﾓﾘﾊｼ) 雲通線 1991 29.7 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

日南橋 (ﾋﾅﾊｼ) 雲通線 2004 15.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

聖橋 （ﾋｼﾞﾘﾊｼ） 聖地番郷線 1935 51.7 1.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

三ツ又橋 (ﾐﾂﾏﾀﾊｼ) 三ツ又線 1973 53.6 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 山崎線 1989 30.7 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

半原橋 (ﾊﾝﾊﾗﾊｼ) 八幡原仏正線 1958 20.7 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

仏正橋 (ﾌﾞｯｼｮｳﾊﾞｼ) 登喜満線 2003 21.2 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

守意喜橋 (ﾓﾘｲｷﾊｼ) 想田中曽根線 1974 18.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

両谷橋 (ﾘｮｳﾀﾆﾊﾞｼ) 県道青河江田川之内線 1997 28.5 10.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊｼ) 県道若屋秋町線 2006 20.0 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1979 21.0 7.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

住吉橋歩道橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道青河江田川之内線 2000 22.5 2.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

市橋 (ｲﾁﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1959 20.0 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

入口橋 (ｲﾘｸﾞﾁﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1970 18.4 6.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

平成橋 (ﾍｲｾｲ) 県道梶田三良坂線 1992 17.0 14.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

粟島橋 (ｱﾜｼﾏﾊｼ) 県道梶田三良坂線 1970 15.8 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

信原橋 (ﾉﾌﾞﾊﾗﾊｼ) 県道羽出庭三良坂線 1982 21.7 9.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

船所橋 (ﾌﾈｿﾞﾊｼ) 県道三次インター線 1977 20.7 10.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

粟屋橋 (ｱﾜﾔﾊｼ) 粟屋36号線 1978 109.7 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

梅ヶ坪橋 (ｳﾒｶﾞﾂﾎﾞﾊｼ) 県道和知塩町線 1971 26.2 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

加村橋 (ｶﾑﾗﾊｼ) 県道梶田三良坂線 2001 99.0 11.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

古市橋 (ﾌﾙｲﾁ) 県道太郎丸吉舎線 1962 48.1 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

甲名橋 (ｺｳﾅ) 県道糸井塩町線 2005 86.3 11.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

田幸歩道橋 (ﾀｺｳﾎﾄﾞｳ) 県道糸井塩町線 1961 81.0 6.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

宮蔵橋 (ｸｿﾞｳ) 県道羽出庭三良坂線 1965 26.0 7.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

穴笠橋 (ｱﾅｶﾞｻﾊｼ) 河内59号線 1975 100.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

神和橋 (ｼﾝﾜﾊｼ) 神杉129号線 1968 138.8 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

下志橋 (ｹﾞｼﾊﾞｼ) 梶田49号線 1969 16.3 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

貞森橋 (ｻﾀﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 宇賀58号線 1974 15.6 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

平原橋 (ﾍｲﾊﾞﾗﾊｼ) 西野262号線 1970 16.6 2.3 三次市 広島県 三次市 Ⅲ
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大垣内橋 (ｵｵｶｷｳﾁﾊｼ) 西野202号線 1972 17.1 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

高平橋 (ｺｳﾋﾗﾊﾞｼ) 十日市276号線 1971 15.4 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下本谷橋 (ｼﾓﾎﾝﾀﾞﾆｷｮｳ) 酒河108号線 1980 16.1 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

門田橋 (ﾓﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 酒河38号線 1973 16.9 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

酒河87号線一号橋 (ｻｹｶﾞﾜ87ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 酒河87号線 2001 20.5 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

文光橋 (ﾌﾞﾝｺｳﾊｼ) 酒河89号線 1958 17.5 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 酒河93号線 1974 21.1 2.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

小似川橋 (ｺｲｶﾞﾜﾊｼ) 酒河93号線 1950 23.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 酒河99号線 2000 17.7 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

神杉89号線一号橋 (ｶﾐｽｷﾞ89ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神杉89号線 1942 15.7 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

菅田四号橋 (ｽｶﾞﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 和田48号線 2000 29.0 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

高保橋 (ﾀｶﾔｽﾊﾞｼ) 和田55号線 1994 28.3 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下組橋 (ｼﾓｸﾞﾐﾊﾞｼ) 和田61号線 1991 36.2 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

今田橋 (ｲﾏﾀﾞﾊｼ) 田幸48号線 1976 18.9 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

野白橋 (ﾉﾊﾞｸﾊｼ) 田幸56号線 1974 81.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大船橋 (ｵｵﾌﾅﾊﾞｼ) 川西24号線 1968 49.7 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

千ノ木橋 (ｾﾝﾉｷﾊｼ) 川地112号線 1972 15.0 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

新開歩道橋 (ｼﾝｶﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 川地160号線 2002 37.1 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

永屋橋 (ﾅｶﾞﾔﾊｼ) 川地161号線 1933 22.6 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

角利橋 (ｶｸﾘﾊｼ) 安田665号線 1977 24.0 3.9 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 矢野地306号線 1971 70.6 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

矢垣内橋 (ﾔｶｷｳﾁﾊｼ) 桧507号線 1988 15.1 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

正田橋 (ｼｮｳﾀﾞﾊｼ) 丸田523号線 1976 35.8 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊｼ) 丸田632号線 1976 27.4 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

風王橋 (ﾌｳｵｳﾊｼ) 雲通526号線 1971 19.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊｼ) 雲通661号線 1987 20.5 2.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊｼ) 吉舎137号線 1974 51.0 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊｼ) 三玉342号線 1975 55.6 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

みちのく橋 (ﾐﾁﾉｸﾊｼ) 桧580号線 1988 17.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

友永橋 (ﾄﾓﾅｶﾞﾊｼ) 仁賀449号線 1935 34.6 4.4 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 田利29号線 1987 75.0 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

溝口橋 (ﾐｿﾞｸﾁﾊｼ) 三良坂49号線 1983 68.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

蔭地橋 (ｵﾝｼﾞﾊｼ) 仁賀66号線 1974 36.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

十王堂橋 (ｼﾞｭｳｵｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 三良坂70号線 1977 54.3 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

小谷橋 (ｺﾀﾞﾆﾊｼ) 仁賀161号線 1975 36.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

鳶の巣橋 (ﾄﾋﾞﾉｽﾊｼ) 三良坂201号線 2002 20.6 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

信原橋 (ﾉﾌﾞﾊﾗﾊｼ) 下板木155号線 1975 22.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

奥谷下橋 (ｵｸﾔｼﾓﾊｼ) 敷名57号線 1961 15.0 2.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

和光橋 (ﾜｺｳﾊｼ) 羽出庭186号線 1986 21.1 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

国広橋 (ｸﾆﾋﾛﾊｼ) 梶田90号線 1969 37.1 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

四反田橋 (ｼﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 本郷258号線 1968 24.6 2.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

寺谷橋 (ﾃﾗﾀﾆﾊｼ) 西野2号線 1967 17.3 3.9 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

井神橋 (ｲｶﾞﾐﾊｼ) 小童93号線 1984 20.7 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下志陰地橋 (ｹﾞｼｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 梶田59号線 1956 37.1 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

梶田上橋 (ｶｼﾞﾀｶﾐﾊﾞｼ) 梶田201号線 1962 32.8 2.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 梶田294号線 1971 36.5 8.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

西野大橋 (ﾆｼﾉｵｵﾊｼ) 西野300号線 1990 19.0 7.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

信門一号橋 (ｼﾝﾓﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 酒河3号線 1976 18.5 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

杉山橋 (ｽｷﾞﾔﾏﾊｼ) 神杉49号線 1996 20.7 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

梅田橋 (ｳﾒﾀﾞﾊｼ) 神杉75号線 1977 19.2 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 神杉88号線 1980 16.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大当一号橋 (ﾀﾞｲﾄｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 和田41号線 1945 16.0 2.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

木谷橋 (ｷﾀﾆﾊｼ) 田幸42号線 1967 76.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

畑原橋 (ﾊﾀｹﾊﾗﾊｼ) 田幸47号線 2004 77.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 川地11号線 1935 33.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

苗冠橋 (ﾋﾞｮｳｶﾝﾊｼ) 川地15号線 1985 25.1 2.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ
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深川二号橋 (ﾌｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 川地122号線 1963 20.9 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

新開橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 川地160号線 1973 37.1 10.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 川地160号線 1934 34.6 5.1 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

徳市橋 (ﾄｸｲﾁﾊｼ) 川西2号線 1973 59.5 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾊｼ) 川西9号線 1971 61.4 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

押入橋 (ｵｼｲﾘﾊｼ) 川西107号線 1975 43.4 2.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大木屋橋 (ｵｵｷﾔﾊｼ) 三玉303号線 1974 68.7 1.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

昭和橋歩道橋 (ｼｮｳﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 矢野地306号線 1986 69.4 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

真御堂橋 （ｼﾐﾄﾞｳﾊｼ） 敷地404号線 1971 48.1 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 敷地405号線 1973 40.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

風王橋 (ﾌｳｵｳﾊｼ) 辻511号線 1971 19.1 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

高篠橋 (ﾀｶｼﾉﾊｼ) 丸田525号線 1976 27.0 1.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

川添橋 (ｶﾜｿﾞｴﾊｼ) 雲通526号線 2002 18.8 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下橋 (ｼﾓﾊｼ) 徳市535号線 1973 20.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

広瀬上橋 (ﾋﾛｾｶﾐﾊｼ) 徳市538号線 1965 19.7 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊｼ) 丸田544号線 1973 17.0 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

実末橋 (ｻﾈｽｴﾊﾞｼ) 辻549号線 1999 33.0 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

切田橋 (ｷﾘﾀﾊｼ) 徳市553号線 1990 20.5 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊｼ) 雲通559号線 1970 15.7 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

垣内橋 (ｶｷｳﾁﾊｼ) 丸田574号線 1997 32.4 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

信木橋 (ﾉﾌﾞｷﾊｼ) 雲通621号線 1971 20.7 3.9 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

引野橋 (ﾋｷﾉﾊｼ) 清綱627号線 2001 64.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

計納橋 (ﾄﾉｳﾊｼ) 仁賀457号線 1971 49.7 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

新免田橋 (ｼﾝﾒﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 海田原田幸線 1988 16.0 7.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

向竹橋 (ﾑｶﾝﾀﾞｹﾊｼ) 下板木150号線 1975 21.5 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

和木橋 (ﾜｷﾊｼ) 羽出庭123号線 1966 17.8 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

車屋橋 (ｸﾙﾏﾔﾊｼ) 羽出庭123号線 1978 24.1 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

槇森橋 (ﾏｷﾓﾘﾊｼ) 敷名58号線 1987 15.1 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下宮崎橋 (ｼﾓﾐﾔｻﾞｷﾊｼ) 上壱20号線 1976 16.0 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

想田橋 (ｿｳﾀﾞﾊｼ) 上壱21号線 1996 15.6 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 下板木156号線 1998 27.1 2.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

机谷１号橋 (ﾂｸｴﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 西野300号線 1995 15.6 7.4 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

国光橋 (ｸﾆﾐﾂ) 三良坂462号線 1961 57.0 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

国光橋側道橋 (ｸﾆﾐﾂﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 三良坂462号線 不明 57.0 1.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

八次小学校下橋 (ﾔﾂｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳｼﾓﾊｼ) 三次畠敷線 2006 12.0 7.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

野尻三号橋 (ﾉｼﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 救太才線 不明 8.7 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

穴笠畠敷線二号橋 (ｱﾅｶﾞｻﾊﾀｼﾞｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 穴笠畠敷線 不明 7.2 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大野白五号橋 (ｵｵﾉｼﾛ5ｺﾞｳｷｮｳ) 穴笠畠敷線 1945 6.5 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

丹蔵橋 (ﾀﾝｿﾞｳﾊｼ) 四拾貫後山線 1999 13.9 11.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

宗祐線一号橋 (ﾑﾈｽｹｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 宗祐線 不明 10.4 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

松谷橋 (ﾏﾂﾀﾆﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1996 12.9 10.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

魚切橋 (ｳｵｷﾘﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1934 4.6 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

石井谷橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1933 5.1 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

銀山橋 (ｶﾅﾔﾏ) 県道太郎丸吉舎線 1988 11.0 7.4 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

三玉橋 (ﾐﾀﾏ) 県道太郎丸吉舎線 1988 8.2 9.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

六通橋 (ﾑﾄｵﾘ) 県道太郎丸吉舎線 2000 13.1 12.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

亀の丸橋 (ｶﾒﾉﾏﾙ) 県道青河江田川之内線 不明 6.8 17.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

鷹鉢橋 (ﾀｶﾊﾁ) 県道青河江田川之内線 1932 9.5 9.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

世戸橋 (ｾﾄ) 県道青河江田川之内線 1979 3.0 9.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

岩坪橋 (ｲﾜﾂﾎﾞ) 県道和知三次線 1968 9.9 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

矢野面橋 (ﾔﾉﾂﾞﾗ) 県道羽出庭三良坂線 1964 14.0 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

玉水橋 (ｷﾞｮｸｽｲ) 県道吉舎停車場線 1996 11.0 24.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

柳坪橋 (ﾔﾅｷﾞﾂﾎﾞ) 県道三良坂停車場線 1916 9.6 16.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

神杉橋 (ｶﾐｽｷﾞ) 県道神杉停車場線 1932 12.1 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

藤鶴橋 (ﾌｼﾞﾂﾙ) 県道太郎丸吉舎線 1966 8.5 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀ) 県道若屋秋町線 1950 3.3 5.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ
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柱屋橋 (ﾊｼﾗﾔ) 県道糸井塩町線 1933 6.1 5.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

ダン橋 (ﾀﾞﾝ) 県道青河江田川之内線 不明 2.8 9.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大谷川橋 (ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ) 県道和知三次線 1968 6.4 7.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大谷川橋側道橋 (ｵｵﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 県道和知三次線 不明 9.3 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岩屋寺谷川橋 (ｲﾜﾔｼﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜ) 県道和知三次線 1968 7.9 7.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岩屋寺谷川橋側道橋 (ｲﾜﾔｼﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 県道和知三次線 不明 12.8 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋16 (ﾑﾒｲﾊｼ16) 県道和知三次線 2001 5.6 26.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

庄屋谷橋 (ｼｮｳﾔﾀﾞﾆ) 県道和知三次線 1969 5.3 26.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

無名橋17 (ﾑﾒｲﾊｼ17) 県道和知三次線 2001 6.8 14.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岩坪橋側道橋 (ｲﾜﾂﾎﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 県道和知三次線 不明 9.9 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大滝橋 (ｵｵﾀｷ) 県道羽出庭三良坂線 1961 7.5 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

中天橋 (ﾁｭｳﾃﾝﾊﾞｼ) 本村幹線 1975 17.5 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

黒橋 (ｸﾛﾊﾞｼ) 三日市苅屋口線 1961 37.2 2.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 小奴可駅前線 1954 38.1 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

中井納橋 (ﾅｶｲﾉｳﾊﾞｼ) 寺迫上線 1967 27.0 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

栃木橋 (ﾄﾁｷﾞﾊﾞｼ) 小学校表線 1951 39.0 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

第2陰地橋 (ﾀﾞｲﾆｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ) 陰地比奈線 1969 42.5 2.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

宮平橋 (ﾐﾔﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 宮平線 1964 29.2 5.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

満川1号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 満川線 1976 4.9 16.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

明賀橋 (ﾐｮｳｶﾞﾊﾞｼ) 大原線 1973 20.6 3.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊｼ) 学校前線 1969 20.2 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

折口橋 (ｵﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ) 木屋原本郷線 1972 24.1 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

俵原橋 (ﾀﾜﾗﾊﾞｼ) 俵原森脇線 1981 19.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

船原橋 (ﾌﾅﾊﾗﾊｼ) 船原線 1976 32.2 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

別当橋 (ﾍﾞｯﾄｳﾊﾞｼ) 中門田別当線 1980 40.1 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

砂ヶ原橋 (ｽﾅｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 砂ヶ原竹地線 1974 46.1 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 桑原幡杭線 1967 46.1 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

崎前橋 (ｻｷﾏｴﾊｼ) 崎前線 1977 16.1 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

麦屋橋 (ﾑｷﾞﾔﾊﾞｼ) 中郷深屋線 1971 15.7 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

玖波32号線1号橋 (ｸﾊﾞ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波32号線 1970 6.0 5.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

玖波30号線2号橋 (ｸﾊﾞ30ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波30号線 1973 12.5 4.4 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

大竹港線1号橋 (ｵｵﾀｹｺｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大竹港線 1955 16.0 4.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

蓼原１号橋 (ﾀﾃﾞﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蓼原原線 1980 5.9 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

栩木橋 (ｸｷﾞﾊｼ) 栩木旧県道線 1960 5.5 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

枌谷１号橋 (ｿｷﾞﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 牧場枌谷線 1994 8.0 10.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

六百田橋 (ﾛｯﾋﾟｬｸﾀﾞﾊｼ) 志和東線 1950 7.1 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

恋文字橋 (ｺｲﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 恋文字線 1970 6.8 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

龍王橋 (ﾘｭｳｵｳﾊｼ) 市条1号線 1977 7.6 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

立花３号橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 立花東線 1980 5.8 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

有政橋 (ｱﾘﾏｻﾊﾞｼ) 奥屋西12号線 1970 8.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

友近１号橋 (ﾄﾓﾁｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 友近黒方線 不明 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

柳堀橋 (ﾔﾅｷﾞﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 正力東2号線 1970 7.8 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

木船橋 (ｷﾌﾅﾊﾞｼ) 内30号線 1950 6.5 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

毛入堂橋 (ｹｲﾘﾄﾞｳﾊｼ) 砂田毛入堂線 1980 6.8 2.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 馬木6号線 不明 19.5 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

末定橋 (ｽｴｻﾀﾞﾊﾞｼ) 本郷河本線 1969 6.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

本町上寺家線１号橋 (ﾎﾝﾏﾁｳﾜｼﾞｹｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 本町上寺家線 1970 6.2 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷末定線 2000 6.7 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

北平１号橋 (ｷﾀﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 北平線 1980 6.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

北ノ鼻３号橋 (ｷﾀﾉﾊﾅｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 北ﾉ鼻線 1980 7.5 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

防地２号橋 (ﾎﾞｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 湯盛大賀線 1970 7.7 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

防地１号橋 (ﾎﾞｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 湯盛大賀線 1960 6.2 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

豊穣橋 (ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼ) 市条2号線 1977 8.2 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

法専寺橋 (ﾎｳｾﾝｼﾞﾊﾞｼ) 法専寺線 1980 8.5 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

別府北１１号線１号橋

(ﾍﾞｯﾌﾟｷﾀｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

別府北11号線 1960 7.5 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

別府南１号線１号橋

(ﾍﾞｯﾌﾟﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

別府南1号線 1970 5.6 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ
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別府南１７号線１号橋

(ﾍﾞｯﾌﾟﾐﾅﾐｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

別府南17号線 1970 7.0 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

別府南１４号線１号橋

(ﾍﾞｯﾌﾟﾐﾅﾐｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

別府南14号線 1980 7.1 2.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

米満東１２号線１号橋

(ﾖﾈﾐﾂﾋｶﾞｼｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

米満東12号線 1980 5.5 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

並滝寺線2号橋 (ﾅﾐﾀｷｼﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 並滝寺線 1970 2.1 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜﾊｼ) 管岡住田線 1970 6.6 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

平桁橋 (ﾋﾗｹﾀﾊﾞｼ) 信曽正司畑線 1970 8.0 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

福貞橋側道橋 (ﾌｸｻﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 中島白市線 1970 7.8 2.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

福貞橋 (ﾌｸｻﾀﾞﾊｼ) 中島白市線 1970 8.4 8.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

福神橋 (ﾌｸｶﾐﾊﾞｼ) 下堀貞重線 1950 7.3 9.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

飯田工業団地線１号橋

(ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

飯田工業団地線 1950 6.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

八本松南５５号線１号橋

(ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

八本松南55号線 1950 6.0 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

八本松南３３号線１号橋

(ﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾐﾅﾐｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾ

ﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)

八本松南33号線 1990 8.5 10.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

八本松東４号線１号橋

(ﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾋｶﾞｼﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

八本松東4号線 1970 7.2 5.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

八本松東３号線１号橋

(ﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

八本松東3号線 1960 5.5 1.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 乃美尾兼広線 1970 7.6 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

白坂橋 (ｼﾗｻｶﾊﾞｼ) 神天白坂線 1970 7.4 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

梅ヶ原橋 (ｳﾒｶﾞﾊﾗﾊｼ) 印内岩伏線 1950 10.6 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

馬木１号線１号橋 (ｳﾏｷｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 馬木1号線 1980 6.8 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

馬場田橋 (ﾊﾞﾊﾞﾀﾊｼ) 馬場田線 1896 20.3 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

馬場台４号線１号橋

(ﾊﾞﾊﾞﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

馬場台4号線 1960 8.5 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊﾞｼ) 安出川光路線 1960 10.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

楢原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 丸山兼沢線 1980 6.4 5.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

内１１号線１号橋

(ｳﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

内11号線 1960 7.0 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

徳丸橋 (ﾄｸﾏﾙﾊﾞｼ) 冠奥屋線 1970 7.8 9.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

東側田代１号橋 (ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾀｼﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 東側田代線 1980 7.0 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸１４号線１号橋

(ﾄﾞﾖﾏﾙｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

土与丸14号線 1950 7.1 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊﾞｼ) 下ﾉ谷線 1950 7.5 2.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土井沖橋 (ﾄﾞｲｵｷﾊﾞｼ) 新ヶ坪線 1970 5.4 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

渡条橋 (ﾄｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 渡条線 1970 7.5 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

田房橋 (ﾀﾌﾞｻﾊﾞｼ) 田房線 1970 7.0 6.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

田代本線１号橋 (ﾀｼﾛﾎﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田代本線 1980 5.5 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

田黒橋 (ﾀｸﾞﾛﾊﾞｼ) 旧西条豊栄線 1940 8.5 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

田口西１号線１号橋

(ﾀｸﾞﾁﾆｼｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

田口西1号線 1980 6.8 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

天田橋 (ﾃﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 伊勢堂本線1 1966 8.5 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

天狗岩橋 (ﾃﾝｸﾞｲﾜﾊﾞｼ) 蚊無下三永線 1960 5.5 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊﾞｼ) 長野1号線 1980 8.5 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

長野６号線１号橋 (ﾅｶﾞﾉﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 長野6号線 1980 5.6 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

長野５号線１号橋 (ﾅｶﾞﾉｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 長野5号線 1950 6.9 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

長伝橋 (ﾁｮｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 奥屋東1号線 1971 6.5 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

長寿橋 (ﾁｮｳｼﾞｭﾊｼ) 戸坂6号線 1977 7.2 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 中畑線 1949 5.7 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島３０号線１号橋

(ﾅｶｼﾏｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

中島30号線 1960 8.1 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中島１０号線２号橋 (ﾅｶｼﾏｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 中島10号線 1960 6.8 2.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 志和堀線 1960 7.2 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 奥屋東2号線 1956 5.5 5.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中組正力線１号橋 (ﾅｶｸﾞﾐｼｮｳﾘｷｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中組正力線 1970 5.4 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中曽弥線１号橋 (ﾅｶｿﾔｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中曽弥線 1950 6.5 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中曽根橋 (ﾅｶｿﾈﾊｼ) 向谷馬場原線 1948 6.4 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中央巡回線6号橋 (ﾁｭｳｵｳｼﾞｭﾝｶｲｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 中央巡回線 1950 5.5 16.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 高屋堀23号線 1970 7.3 12.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

池田橋側道 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼﾄﾞｸﾄﾞｳ) 三永中央線 1970 5.5 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

団地峠１号線 (ﾀﾞﾝﾁﾄｳｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国近岡郷線 1970 5.6 8.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

大柳橋 (ｵｵﾔﾅｷﾞﾊｼ) 米満東11号線 1960 7.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊｼ) 土与丸15号線 1950 6.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大盤１号橋 (ｵｵﾊﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 重広線 1977 8.5 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

大畠７号線１号橋 (ｵｵﾊﾀｹﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大畠7号線 1980 6.5 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ
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大渡橋 (ｵｵﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 大渡線 1952 30.3 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大田代後畑１号橋 (ｵｵﾀｼﾛｱﾄﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大田代後畑線 1980 7.5 2.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

大田代１号橋 (ｵｵﾀｼﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大田代線 1980 8.6 2.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

大坪橋歩道 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 大坪円城寺線 1979 25.7 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大坪橋車道 (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 大坪円城寺線 1970 25.7 6.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 大谷線 1970 8.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大谷一号橋 (ｵｵﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 造賀西30号線 1970 7.7 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大多田大坪１号橋 (ｵｵﾀﾀﾞｵｵﾂﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大多田大坪線 1980 8.0 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 大正橋線 1949 10.1 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大井手橋 (ｵｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 吉原天神線 1980 7.0 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

太郎水４号橋 (ﾀﾛｳﾐｽﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 吉原太郎水線 1980 8.3 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

太郎水３号橋 (ﾀﾛｳﾐｽﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 下条吉原1号線 1980 5.6 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

則重橋 (ﾉﾘｼｹﾞﾊﾞｼ) 七条椛坂東1号線 1990 8.0 5.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

造賀東２４号線１号橋

(ｿﾞｳｶﾋｶﾞｼﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲ

ﾁｺﾞｳｷｮｳ)

造賀東24号線 2000 5.7 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

造賀東２３号線１号橋

(ｿﾞｳｶﾋｶﾞｼﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲ

ﾁｺﾞｳｷｮｳ)

造賀東23号線 2000 5.7 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

造賀東２２号線１号橋

(ｿﾞｳｶﾋｶﾞｼﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

造賀東22号線 2000 5.7 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

造賀線１号橋 (ｿﾞｳｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 造賀線 1970 6.7 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

造賀西３９号線１号橋

(ｿﾞｳｶｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

造賀西39号線 1980 5.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

造賀西２号線１号橋 (ｿﾞｳｶﾆｼ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 造賀西2号線 1980 5.4 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

造賀西４３号線１号橋

(ｿﾞｳｶﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

造賀西43号線 1970 8.3 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

前長沢７号線３号橋

(ﾏｴﾅｶﾞｻﾜﾅﾅｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮ

ｳ)

前長沢7号線 1950 8.1 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

前長沢７号線１号橋

(ﾏｴﾅｶﾞｻﾜﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

前長沢7号線 1960 8.1 5.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊｼ) 宗吉北4号線 1980 7.9 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

切田津江１号橋 (ｷﾘﾀﾂｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 切田津江線 1980 5.8 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 三永中央線 2000 8.0 9.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 西浜1号線 1980 5.6 2.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

西条東３号線１号橋

(ｻｲｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

西条東3号線 1980 5.6 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

西条東2号線1号橋

(ｻｲｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

西条東2号線 2000 4.5 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西条東１号線１号橋

(ｻｲｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

西条東1号線 1960 6.2 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

西条橋(側道) (ｻｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 土与丸御薗宇線 1970 46.0 1.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

西条橋 (ｻｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 土与丸御薗宇線 1970 46.0 6.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

正力飯田線１号橋 (ｼｮｳﾘｷｲｲﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 正力飯田線 1970 7.6 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

正力東５号線２号橋

(ｼｮｳﾘｷﾋｶﾞｼｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳ

ｷｮｳ)

正力東5号線 1960 6.8 6.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

正力西１１号線１号橋

(ｼｮｳﾘｷﾆｼｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

正力西11号線 1980 7.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

菅田橋 (ｽｹﾞﾀﾊﾞｼ) 御薗宇西16号線 1880 38.8 2.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

菅岡１号橋 (ｽｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 谷尻山上沖線 1970 7.1 5.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

二百石橋 (ﾆﾋｬｯｺｸﾊﾞｼ) 大通寺二百石線 不明 13.3 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

水分橋 (ﾐｽﾞﾜｹﾊｼ) 高屋堀2号線 1970 8.5 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

諏訪8号線1号橋 (ｽﾜ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 諏訪8号線 1980 2.8 15.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

神谷上橋 (ｺｳﾀﾞﾆｳｴﾊﾞｼ) 神谷上線 1950 5.8 2.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

神谷２号橋 (ｺｳﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 神谷西線 1980 8.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

神ノ前平岩１号橋 (ｶﾐﾉﾏｴﾋﾗｲﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神之前平岩線 1980 7.5 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

森近２号線２号橋 (ﾓﾘﾁｶﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 森近2号線 1980 6.5 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 新田線 1970 7.1 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

新扇橋 (ｼﾝｵｵｷﾞﾊﾞｼ) 扇迫線 1986 7.4 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上三永４号線１号橋

(ｶﾐﾐﾅｶﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

上三永4号線 2003 7.6 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上三永11号線1号橋 (ｶﾐﾐﾅｶﾞ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上三永11号線 不明 8.0 5.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

松行橋 (ﾏﾂﾕｷﾊｼ) 造賀西7号線 1914 7.7 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

松永２号橋 (ﾏﾂﾅｶﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 松永栃木線 1964 6.4 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 中島白市線 1980 5.4 5.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

小谷１７号線１号橋

(ｺﾀﾞﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

小谷17号線 1980 5.8 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

小沢橋 (ｵｻﾞﾜﾊｼ) 六日市環状線 1970 6.2 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

勝谷橋 (ｼｮｳﾔﾊﾞｼ) 勝谷卯留線 1958 36.4 8.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

重広４号橋 (ｼｹﾞﾋﾛﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 重広北線 1980 5.6 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

重広1号橋 (ｼｹﾞﾋﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 有田重広線 1955 8.6 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 十文字線 1970 7.1 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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十日市下橋 (ﾄｳｶｲﾁｼﾓﾊﾞｼ) 志和西志和堀線 1964 38.4 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

住田橋 (ｽﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 大坪2号線 1970 7.2 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宗吉政光線2号橋 (ﾑﾈﾖｼﾏｻﾐﾂｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 宗吉政光線 1960 12.5 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

実近１号橋 (ﾐﾁｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 実近線 1970 6.7 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

実郷２号橋 (ｻﾈｺﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 長野1号線 1980 6.6 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

汐潜橋 (ｼｵﾓｸﾞﾘﾊﾞｼ) 印内市之畑線 1960 7.1 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和堀東３８号線１号橋

(ｼﾜﾎﾞﾘﾋｶﾞｼｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾ

ﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)

志和堀東38号線 1960 6.0 2.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

志和堀東３４号線１号橋

(ｼﾜﾎﾞﾘﾋｶﾞｼｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾ

ﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)

志和堀東34号線 1980 5.5 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和堀東１６号線１号橋

(ｼﾜﾎﾞﾘﾋｶﾞｼｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲ

ﾁｺﾞｳｷｮｳ)

志和堀東16号線 1970 6.1 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

志和東北１１号線１号橋

(ｼﾜﾋｶﾞｼｷﾀｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

志和東北11号線 1970 7.5 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和東南６号線１号橋

(ｼﾜﾋｶﾞｼﾐﾅﾐﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

志和東南6号線 1980 5.4 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和東南５号線１号橋

(ｼﾜﾋｶﾞｼﾐﾅﾐｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

志和東南5号線 1950 5.6 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和東南２４号線１号橋

(ｼﾜﾋｶﾞｼﾐﾅﾐﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝ

ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)

志和東南24号線 1980 8.3 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

志和西志和堀線１号橋 (ｼﾜﾆｼｼﾜﾎﾞﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 志和西志和堀線 1980 5.6 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和西25号線1号橋

(ｼﾜﾆｼﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

志和西25号線 1990 8.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

志和掘東17号線1号橋

(ｼﾜﾎﾞﾘﾋｶﾞｼｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲ

ﾁｺﾞｳｷｮｳ)

志和堀東17号線 1960 6.3 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

市頭橋 (ｲﾁｶｼﾗﾊｼ) 出ヶ原市条線 1970 5.5 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼ) 榊山金丸線 1924 6.1 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

山添段津原１号橋 (ﾔﾏｿﾞｴﾀﾞﾝﾂﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 山添段津原線 1960 6.8 2.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

参校橋 (ｻﾝｺｳﾊﾞｼ) 久井線 1970 8.5 5.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

三津伏尾１号線１号橋 (ﾐﾂﾌｼｵｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三津伏尾1号線 1970 8.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

三畝2号橋 (ﾐｳﾈ2ｺﾞｳﾊｼ) 土居石休線 1970 8.0 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

三畝１号橋 (ﾐｳﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 土居石休線 1980 5.8 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

三山畝青木台１号橋 (ﾐﾔﾏｳﾈｱｵｷﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三山畝青木台線 1990 8.1 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

坂瀬下橋 (ｻｶｾｼﾓﾊｼ) 八本松東1号線 1990 8.5 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

財満橋 (ｻﾞｲﾏﾊﾞｼ) 志和東北5号線 1940 7.0 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

紺屋橋 (ｸﾐﾔﾊﾞｼ) 市条12号線 1970 7.6 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

今川橋 (ｲﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 今川岡ヶ丸線 1970 7.0 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

今宮橋 (ｲﾏﾐﾔﾊｼ) 土与丸上三永線 1970 8.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

黒方橋 (ｸﾛｶﾀﾊﾞｼ) 友近上線 1970 5.5 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

黒瀬川２号２号橋 (ｸﾛｾｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 黒瀬川2号線 1970 6.0 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

国松二号橋 (ｸﾆﾏﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 造賀西61号線 1970 8.0 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

高校橋 (ｺｳｺｳﾊｼ) 乃高線 1970 7.3 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

高屋西９号線１号橋

(ﾀｶﾔﾆｼｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

高屋西9号線 1980 5.5 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

江熊橋 (ｴｸﾞﾏﾊﾞｼ) 西条中央1号線 1970 33.2 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

江熊歩道橋 (ｴｸﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 西条中央1号線 2013 33.6 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

向谷支線１号橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 向谷支線 1970 6.8 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

光路橋 (ｺｳﾛﾊﾞｼ) 昼原下野原線 1960 16.6 20.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

御条橋 (ｺﾞｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 御薗宇西8号線 1950 30.4 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

後畑橋 (ｱﾄﾊﾀﾊﾞｼ) 後畑日南線 1953 7.0 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

後長沢３号線１号橋

(ｱﾂﾅｶﾞｻﾜｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

後長沢3号線 1980 5.4 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

後長沢2号線1号橋

(ｳｼﾛﾅｶﾞｿｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

後長沢2号線 不明 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

後体橋 (ｺﾞﾀｲﾊﾞｼ) 内6号線 1970 7.5 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

戸坂橋 (ﾄｯｻｶﾊﾞｼ) 戸坂3号線 1977 6.7 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

古寺橋 (ﾌﾙﾃﾗﾊｼ) 上竹仁東西線 1970 7.3 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

元清橋 (ﾓﾄｷﾖﾊﾞｼ) 元清線 1984 8.4 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

元行寺橋 (ｹﾞﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 風早小畑線 1970 7.3 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

元兼３号橋 (ﾓﾄｶﾈｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 切子線 1970 6.4 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

元兼２号橋 (ﾓﾄｶﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大内原元兼線 1970 7.4 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

元兼１号橋 (ﾓﾄｶﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中堂元兼線 1970 7.4 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桑井３号橋 (ｸﾜｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 造賀西43号線 1970 6.1 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

串ヶ平橋 (ｸｼｶﾞﾋﾗﾊｼ) 串ヶ平住宅線 1960 48.1 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

郷曽１２号線１号橋

(ｺﾞｳｿｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

郷曽12号線 2000 5.8 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

郷２号橋 (ﾌﾙｻﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 郷北線 1954 8.6 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

郷１号橋 (ｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 奥屋東17号線 1970 7.2 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

京塚橋側道 (ｷｮｳｽﾞｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 三永中央線 1970 7.1 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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宮地下橋 (ﾐﾔｼﾞｼﾓﾊｼ) 別府南15号線 1969 7.5 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

杵原入野線１号橋 (ｷﾈﾊﾗﾆｭｳﾉｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 杵原入野線 1970 7.1 11.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

杵原８号線１号橋 (ｷﾈﾊﾗﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 杵原8号線 1970 7.0 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

杵原６号線１号橋 (ｷﾈﾊﾗﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 杵原6号線 1970 7.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

吉行２９号線１号橋

(ﾖｼﾕｷﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ

ｳｷｮｳ)

吉行29号線 1950 7.6 6.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

吉永屋大橋 ﾖｼﾅｶﾞﾔｵｵﾊｼ 造賀上戸野線 2008 6.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

吉永屋２号橋 (ﾖｼﾅｶﾞﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ) 吉永屋線 1980 6.2 2.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 印内岩伏線 1960 8.5 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

貴船橋 (ｷﾌﾈﾊｼ) 青木台樋ﾉ迫線 1970 7.5 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

貴船１号橋 (ｷｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 貴船線 1980 7.3 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

岩伏下橋 (ｲﾜﾌﾞｼｼﾓﾊｼ) 印内岩伏線 1970 8.5 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

丸山川角1号橋 (ﾏﾙﾔﾏｶﾜｶﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 丸山川角線 1990 8.9 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

瓦木屋橋 (ｶﾜﾗｷﾞﾔﾊｼ) 瓦木屋線 1950 8.5 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

椛坂線1号橋 (ｶﾌﾞｻｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 椛坂線 不明 3.5 14.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

掛橋 (ｶｹﾊﾞｼ) 志和東南9号線 1970 6.3 5.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

界寄橋 (ｶｲﾖﾘﾊｼ) 河隅大曲線 1955 6.3 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

賀志尾橋 (ｶｼｵﾊﾞｼ) 内12号線 1970 7.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

花田２号橋 (ﾊﾅﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大内原元兼線 1950 6.4 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

花田１号橋 (ﾊﾅﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 河隅北支線 1950 6.0 7.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

河尻橋 (ｺｳｼﾞﾘﾊﾞｼ) 土与丸桧山線 1990 24.0 13.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 馬場ヶ原学校線 1950 5.9 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下之谷橋 (ｼﾓﾉﾀﾆﾊｼ) 木谷尻下ﾉ谷線 1970 7.5 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

下三永６４号線１号橋

(ｼﾓﾐﾅｶﾞﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁ

ｺﾞｳｷｮｳ)

下三永64号線 1970 5.7 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

下三永37号線1号橋 (ｼﾓﾐﾅｶﾞ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下三永37号線 1970 14.7 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下見３３号線１号橋

(ｼﾀﾐｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｵ

ｳｷｮｳ)

下見33号線 1980 6.0 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

下見２１号線１号橋

(ｼﾀﾐﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ

ｷｮｳ)

下見21号線 2000 6.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下見２０号線１号橋

(ｼﾀﾐﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

下見20号線 1980 5.9 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

温井橋 (ﾇｸｲﾊﾞｼ) 寺家原線 1960 6.9 6.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

沖田橋 (ｵｷﾀﾊﾞｼ) 志和東北42号線 1960 7.5 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

岡崎橋 (ｵｶｻﾞｷﾊﾞｼ) 土井平台迫線 1970 17.0 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

押谷橋 (ｵｼﾀﾆﾊｼ) 向山線 1960 16.5 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

奥屋東３号線１号橋

(ｵｸﾔﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

奥屋東3号線 1940 6.6 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

猿田橋 (ｻﾙﾀﾊｼ) 下組清水橋線 1970 6.5 7.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 戸坂1号線 1977 8.3 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

隠畑２号橋 (ｵｷﾊﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 隠畑西線 1980 6.8 2.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

隠畑１号橋 (ｵｷﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 隠畑栗岡線 1970 7.2 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

一水橋 (ｲﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 御薗宇西3号線 1971 40.8 6.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

為久橋 (ﾀﾒﾋｻﾊﾞｼ) 新町奥田線 1980 38.8 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

伊勢堂橋 (ｲｾﾄﾞｳﾊﾞｼ) 戸坂8号線 1977 7.1 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

伊勢堂橋 (ｲｾﾄﾞｳﾊﾞｼ) 伊勢堂西線 1953 6.4 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

安留２号橋 (ﾔｽﾄﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 金丸安留線 1980 5.5 2.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

安留１号橋 (ﾔｽﾄﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蓼原安留線 1960 6.1 1.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ) 安田支線 1984 5.8 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

米満東1号線1号橋

(ﾖﾈﾐﾂﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

米満東1号線 不明 4.0 6.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

森近8号線1号橋 (ﾓﾘﾁｶ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森近8号線 不明 7.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

室積富士見台1号線2号橋

(ﾑﾛﾂﾞﾐﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞ

ｳｷｮｳ)

室積富士見台1号線 不明 5.1 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

室積富士見台1号線1号橋

(ﾑﾛﾂﾞﾐﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞ

ｳｷｮｳ)

室積富士見台1号線 不明 5.0 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

南方丸山2号橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾏﾙﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南方丸山線 不明 2.6 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

三永南線1号橋 (ﾐﾅｶﾞﾐﾅﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 三永南線 不明 9.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

前長沢2号線1号橋 (ﾏｴﾅｶﾞｿｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 前長沢2号線 不明 5.4 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

ビクニ１号橋 (ﾋﾞｸﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ﾋﾞｸﾆ線 1988 6.9 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中原宮前線3号橋 (ﾅｶﾊﾗﾐﾔﾏｴｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 中原宮前線 不明 3.3 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

長野8号線4号橋 (ﾅｶﾞﾉ8ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 長野8号線 不明 2.6 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中島白市線7号橋 (ﾅｶｼﾏｼﾗｲﾁｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 中島白市線 不明 2.4 0.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中島白市線5号橋 (ﾅｶｼﾏｼﾗｲﾁｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 中島白市線 不明 2.5 10.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸中島線3号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙﾅｶｼﾏｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 土与丸中島線 不明 2.9 10.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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土与丸20号線1号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 土与丸20号線 1980 6.5 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

太郎水5号橋 (ﾀﾛｳﾐｽﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 吉原太郎水線 不明 5.4 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

助実35号線1号橋 (ｽｹｻﾞﾈ35ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 助実35号線 不明 2.5 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

菅岡2号橋 (ｽｶﾞｵｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪1号線 1970 6.8 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新庄橋 (ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 半川杉坂線 不明 8.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

正力線3号橋 (ｼｮｳﾘｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 正力線 不明 3.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

下三永22号線1号橋 (ｼﾓﾐﾅｶﾞ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下三永22号線 不明 5.2 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下三永18号線2号橋 (ｼﾓﾐﾅｶﾞ18ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下三永18号線 不明 2.2 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

下竹中1号橋 (ｼﾓﾀｹﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下竹中線 1968 7.1 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

寺家西9号線2号橋 (ｼﾞｹﾆｼ9ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 寺家西9号線 不明 2.7 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

寺家正力線3号橋 (ｼﾞｹｼｮｳﾘｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 寺家正力線 不明 7.4 9.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家北48号線3号橋 (ｼﾞｹｷﾀ48ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 寺家北48号線 不明 3.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

寺家北48号線2号橋 (ｼﾞｹｷﾀ48ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 寺家北48号線 不明 4.7 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

寺家北21号線1号橋 (ｼﾞｹｷﾀ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 寺家北21号線 不明 2.8 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

重兼3号線1号橋 (ｼｹﾞｶﾈ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 重兼3号線 不明 2.8 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

篠1号線1号橋 (ｻｻ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 篠1号線 不明 2.4 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

河内田橋 (ｺｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 河内田線 不明 2.3 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

恋文字線2号橋 (ｺｲﾓﾝｼﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 恋文字線 不明 2.3 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上横野8号線1号橋 (ｶﾐﾖｺﾉ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上横野8号線 不明 4.5 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上三永34号線1号橋 (ｶﾐﾐﾅｶﾞ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上三永34号線 不明 3.5 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上三永32号線1号橋 (ｶﾐﾐﾅｶﾞ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上三永32号線 不明 8.3 13.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上三永26号線1号橋 (ｶﾐﾐﾅｶﾞ26ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上三永26号線 不明 3.2 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上市町4号線1号橋 (ｶﾐｲﾁﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上市町4号線 不明 2.8 5.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上市町3号線1号橋 (ｶﾐｲﾁﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上市町3号線 不明 2.5 5.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

奥屋西18号線3号橋 (ｵｸﾔﾆｼ18ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 奥屋西18号線 不明 5.0 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大坪町2号線1号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪町2号線 不明 3.0 5.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大坪町1号線1号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪町1号線 不明 2.9 6.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 杵原入野線 不明 2.5 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

馬木福本線3号橋 (ｳﾏｷﾌｸﾓﾄｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 馬木福本線 不明 2.7 6.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

馬木福本線2号橋 (ｳﾏｷﾌｸﾓﾄｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 馬木福本線 不明 3.5 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

馬木21号線1号橋 (ｳﾏｷ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 馬木21号線 不明 5.8 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 道面郷線 不明 7.7 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

郷之瀬橋 (ｺﾞｳﾉｾﾊｼ) 田中原妙音寺原線 1973 45.1 4.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

猿猴橋 (ｴﾝｺｳﾊﾞｼ) 石原田中原線 1969 53.1 5.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

石原田中原線1号橋 (ｲｼﾊﾗﾀﾅｶﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石原田中原線 1974 4.5 5.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

石原田中原線2号橋 (ｲｼﾊﾗﾀﾅｶﾊﾞﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 石原田中原線 2000 5.2 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

半坂橋 (ﾊﾝｻﾞｶﾊﾞｼ) 中津谷花原線 1967 28.7 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

宇ノ子橋 (ｳﾉｺﾊｼ) 中津谷花原線 1973 30.0 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市垣内細井原線 1965 40.9 6.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

頓原線1号橋 (ﾄﾝﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 頓原線 1960 2.2 5.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

深山橋 (ﾐﾔﾏﾊｼ) 頓原線 1960 3.8 6.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中頓原橋 (ﾅｶﾄﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 頓原線 1960 6.4 6.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

焼山橋 (ﾔｹﾔﾏﾊｼ) 頓原焼山線 1965 14.6 4.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

頓原焼山線1号橋 (ﾄﾝﾊﾞﾗﾔｷﾔﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 頓原焼山線 1960 4.5 4.1 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

頓原焼山線3号橋 (ﾄﾝﾊﾞﾗﾔｷﾔﾏｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 頓原焼山線 1960 8.0 4.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

大津橋 (ｵｵﾂﾊﾞｼ) 中津谷大向線 1997 32.3 5.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

箕腰橋 (ﾐﾉｺｼﾊｼ) 半坂潮原線（支線） 1986 21.5 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

半坂焼山線2号橋 (ﾊﾝｻﾞｶﾔｷﾔﾏｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 半坂焼山線 2000 2.0 2.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

花原大向線1号橋 (ﾊﾅﾜﾗｵｵﾑｶｲｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 花原大向線 1960 2.1 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

花原2号線1号橋 (ﾊﾅﾜﾗ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 花原2号線 1985 2.4 4.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 田尻細井原線 1965 16.0 4.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

田尻細井原線1号橋 (ﾀｼﾞﾘﾎｿｲﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田尻細井原線 1965 2.1 4.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

細井原高橋線1号橋 (ﾎｿｲﾊﾞﾗﾀｶﾊｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 細井原高橋線 1960 2.7 3.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

田野原線1号橋 (ﾀﾉﾊﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田野原線 1970 5.4 4.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

石原福田線1号橋 (ｲｼﾊﾗﾌｸﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石原福田線 2000 5.5 12.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

市垣内田中原線2号橋

(ｲﾁｶﾞｱﾁﾀﾅｶﾊﾞﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮ

ｳ)

市垣内田中原線 1990 3.3 1.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ
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栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 田中原熊崎線 1980 10.0 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

田中原熊崎線1号橋 (ﾀﾅｶﾊﾞﾗｸﾏｻｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田中原熊崎線 1980 6.6 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

境谷橋 (ｻｶｲﾀﾞﾆﾊｼ) 下山立岩線 1990 19.3 1.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

下山立岩線1号橋 (ｼﾓﾔﾏﾀﾃｲﾜｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下山立岩線 2000 9.0 0.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

下山立岩線2号橋 (ｼﾓﾔﾏﾀﾃｲﾜｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下山立岩線 2000 8.0 0.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

下山立岩線7号橋 (ｼﾓﾔﾏﾀﾃｲﾜｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 下山立岩線 1990 8.0 0.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

潮原2号線1号橋 (ｳｼｵﾊﾞﾗ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 潮原2号線 1990 8.2 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

石原家見坂線1号橋 (ｲｼﾊﾗｲｴﾐｻｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石原家見坂線 1980 10.4 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

石原家見坂線2号橋 (ｲｼﾊﾗｲｴﾐｻｶｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 石原家見坂線 1970 2.8 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

吉和伴蔵佐伯線1号橋 (ﾖｼﾜﾊﾞﾝｿｳｻｴｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 吉和伴蔵佐伯線 1960 2.6 4.1 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

境線1号橋 (ｻｶｲｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 境線 1982 2.0 6.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

境線2号橋 (ｻｶｲｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 境線 1982 2.5 6.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

境線3号橋 (ｻｲｶｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 境線 1982 2.0 6.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

内野橋 (ｳﾁﾉﾊｼ) 上大町大山線 1965 7.5 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 峠中組越峠線 2007 31.0 6.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

石迫橋 (ｲｼｻｺﾊｼ) 峠中組越峠線 1972 7.6 4.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

大宅下橋 (ｵｵﾔｹｼﾓﾊｼ) 峠中組越峠線 1960 6.4 1.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

河津原橋 (ｶﾜﾂﾞﾊﾗﾊｼ) 廿日市津和野線 1984 19.5 8.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

千代田橋 (ﾁﾖﾀﾞﾊｼ) 廿日市津和野線 1979 16.0 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

尾上乙丸線1号橋 (ｵﾉｳｴｵﾄﾏﾙｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 尾上乙丸線 1950 2.5 3.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

尾上乙丸線2号橋 (ｵﾉｳｴｵﾄﾏﾙｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 尾上乙丸線 1995 2.3 6.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

林橋 (ﾊﾔｼﾊﾞｼ) 津田支線 1965 8.7 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

津田橋 (ﾂﾀﾊｼ) 津田支線 1965 7.8 6.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

白河橋 (ｼﾗｶﾜﾊｼ) 戸屋原白河線 1963 32.0 4.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

戸屋原白河線1号橋 (ﾄﾔﾊﾞﾗｼﾗｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 戸屋原白河線 1960 2.4 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

岩橋 (ｲﾜﾊｼ) 川上瀧谷線 1980 3.7 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

曽根橋 (ｿﾈﾊｼ) 川上瀧谷線 1980 5.6 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

川上龍谷線1号橋 (ｶﾜｶﾐﾀｷﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川上瀧谷線 1990 5.2 4.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜﾊｼ) 川上瀧谷線 1990 3.3 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊｼ) 吉末西山線 1975 12.5 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊｼ) 吉末西山線 1974 8.0 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

鯉山橋 (ｺｲﾔﾏﾊｼ) 吉末西山線 1975 9.7 3.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

馬乗橋 (ｳﾏﾉﾘﾊｼ) 楢原日焼田線 1987 24.0 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

大歳橋 (ｵｵﾄｼﾊｼ) 楢原日焼田線 1985 13.6 4.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

日焼田橋 (ﾋﾔｹﾀﾞﾊｼ) 楢原日焼田線 1983 30.5 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

河本橋 (ｶﾜﾓﾄﾊｼ) 河本内山本線 1985 9.9 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

須川田橋 (ｽｺﾞｳﾀﾊｼ) 須川田線 1974 45.0 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

猪之迫橋 (ｲﾉｻｺﾊﾞｼ) 猪之迫線 1960 6.4 3.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

東ヶ迫橋 (ﾋｶﾞｼｶﾞｻｺｾﾝ) 猪之迫線 1955 6.3 3.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

小田原橋 (ｺﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 成ヶ原小田原線 1970 3.2 6.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

上峠橋 (ｶﾐﾀｵﾊｼ) 上峠線 1965 6.0 4.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

三島原線1号橋 (ﾐｼﾏﾊﾞﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三島原線 1990 2.6 4.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

中平橋 (ﾅｶﾋﾗﾊｼ) 平谷内野線 1991 6.4 4.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

黒草橋 (ｸﾛｸｻﾊｼ) 吉末黒草線 1970 6.6 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

黒草2号橋 (ｸﾛｸｻﾋｺﾞｳｷｮｳ) 吉末黒草線 1970 6.0 3.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

景浦橋 (ｶｹﾞｳﾗﾊｼ) 中村景浦線 1973 10.1 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

日浦橋 (ﾋｳﾗﾊｼ) 一丁田日浦線 1973 10.9 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

四郎峠跨道橋 (ｼﾛｳﾄｳｹﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 東鎗出幹線 1982 63.5 7.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

岩之城陸橋 (ｲﾜﾉｼﾛﾘｯｷｮｳ) 岩之城・浄安寺線 1988 20.0 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

薮田1号橋 (ﾔﾌﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 薮田・森之下線 不明 10.9 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

金廣橋 (ｶﾈﾋﾛﾊﾞｼ) 川本・長者原線 不明 9.7 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

秋末橋 (ｱｷｽｴﾊｼ) 川本・長者原線 不明 10.1 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

本谷下橋 (ﾎﾝﾀﾆｼﾀﾊｼ) 土樋口上水線 不明 9.7 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

明広橋 (ｱｹﾋﾛﾊｼ) 見能・見坂前線 不明 10.3 7.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

丸小山橋 (ﾏﾙｺﾔﾏﾊｼ) 一本木・川本線 不明 9.8 6.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊｼ) 一本木・川本線 不明 10.9 7.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ
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芹田橋（上り線） (ｾﾘﾀﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 一本木・小山線 1980 9.1 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大将軍橋 (ﾀﾞｲｼｮｳｸﾞﾝﾊｼ) 一本木・小山線 不明 10.8 5.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊｼ) 相合・西浦線 不明 9.1 9.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大原歩道橋 (ｵｵﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 相合・西浦線 不明 8.8 6.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 相合・西浦線 不明 9.8 12.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

京免橋 (ｷｮｳﾒﾝﾊｼ) 隠地線 不明 11.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

勢伊後橋 (ｾｲｲｺﾞﾊｼ) 津々羅・佛原線 不明 10.4 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

無名橋2 (ﾑﾒｲﾊｼ2) 相合・沖田線 不明 9.9 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 宮ノ城・高野線 不明 11.0 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 沖下塩瀬線 1979 49.9 4.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

美土里橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 水越線 1978 30.0 8.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

長森橋 (ﾅｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 長森線 1974 28.9 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大明神橋 (ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 大明神線 1973 27.7 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

森崎橋 (ﾓﾘｻｷﾊﾞｼ) 森崎線 1974 28.3 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

北隠地橋 (ｷﾀｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ) 貝原2号線 1975 28.3 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

さつき橋側道橋 (ｻﾂｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 砂田高浜線 2002 26.5 2.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

生田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 生田市線 1949 25.7 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

さつき橋 (ｻﾂｷﾊﾞｼ) 砂田高浜線 1988 26.1 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

五木屋橋 (ｺﾞｷﾔﾊﾞｼ) 郷九文久線 1989 24.4 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 宮谷線 1973 24.4 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

九文九橋 (ｸﾓﾝｷｭｳﾊﾞｼ) 九文久線 1968 22.5 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

貝原橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 貝原線 1971 23.1 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

清田橋 (ｾｲﾀﾞﾊﾞｼ) 清田鳥信線 1976 23.1 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

宝前橋 (ﾎｳｾﾞﾝﾊﾞｼ) 宝前線 1979 23.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新大橋 (ｼﾝｵｵﾊｼ) 生田市線 1932 22.8 5.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

貝原3号1号橋 (ｶｲﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 貝原3号線 1990 22.5 2.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

見口橋 (ﾐｸﾞﾁﾊﾞｼ) 見口線 1971 21.9 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 葉手庭線 1975 21.6 3.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

池の尻橋 (ｲｹﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ) 九郷線 1974 21.6 3.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下北橋 (ｼﾓｷﾀﾊﾞｼ) 北穏地線 1966 21.0 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

重信橋 (ｼｹﾞﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 重信穏地線 1964 21.2 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 昭和線 1984 20.0 5.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日隠橋 (ﾋｵﾝﾊﾞｼ) 重信日南穏地線 1972 20.0 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下市橋 (ｼﾓｲﾁﾊﾞｼ) 下市向井線 1973 20.1 2.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 原線 1965 20.2 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

横田隠地橋 (ﾖｺﾀｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ) 横矢線 1969 18.5 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

栃木橋 (ﾄﾁｷﾞﾊﾞｼ) 川手線 1981 18.6 3.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

本郷隠地橋 (ﾎﾝｺﾞｳｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ) 本郷隠地線 1974 18.6 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上市橋 (ｶﾐｲﾁﾊﾞｼ) 山崎3号線 1975 18.7 2.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

上福寺橋1号橋 (ｼﾞｮｳﾌｸｼﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 瀬木下線 1990 19.0 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

矢賀橋 (ﾔｶﾞﾊﾞｼ) 矢賀線 1961 17.6 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

福井橋 (ﾌｸｲﾊﾞｼ) 中青2号線 1981 18.0 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上青橋 (ｶﾐｱｵﾊﾞｼ) 青内山線 1985 17.0 5.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 砂田線 1981 16.5 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

誠和橋 (ｾｲﾜﾊﾞｼ) 砂田高浜線 1989 16.5 8.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

川手橋 (ｶﾜﾃﾊﾞｼ) 川手線 1976 16.0 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

槙ヶ原橋 (ﾏｷｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 本郷隠地線 2000 15.0 2.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

桑河内橋 (ｸﾜｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 桑河内線 1971 15.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

則光橋 (ﾉﾘﾐﾂﾊﾞｼ) 桑河内線 1989 15.0 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

水越橋 (ﾐｽﾞｺｼﾊｼ) 下市重信線 不明 9.6 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

河手橋 (ｶﾜﾃﾊﾞｼ) 原2号線 1997 11.5 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

木坂橋 (ｷｻｶﾊｼ) 本郷隠地線 不明 10.4 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

引地橋 (ﾋｷﾁﾊｼ) 中原線 不明 10.8 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊｼ) 室坂線 2002 10.1 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

弁財天橋 (ﾍﾞﾝｻﾞｲﾃﾝﾊﾞｼ) 小谷2号線 不明 9.0 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

小出橋 (ｺｲﾃﾞﾊｼ) 道円田線 不明 13.5 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ
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日南橋 (ﾆﾁﾅﾝﾊｼ) 中塩瀬線 不明 12.0 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 塩瀬中央線 不明 10.2 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高奈須橋 (ﾀｶﾅｽﾊｼ) 浜松日南線 不明 8.8 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日の城橋 (ﾋﾉｼﾞｮｳﾊｼ) 上河内環状線 2003 8.8 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上河内中橋 (ｳｴｺｳﾁﾅｶﾊｼ) 上河内上線 2003 13.5 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

柏原橋 (ｶﾜﾜﾊﾞﾗﾊｼ) 柏原線 不明 9.5 6.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

下叶口橋 (ｼﾓｶﾅｸﾁﾊｼ) 叶口線 不明 8.9 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

叶口橋 (ｶﾅｸﾁﾊｼ) 北穏地線 不明 9.5 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上城橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾊｼ) 二重谷線 不明 9.4 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

米田橋 (ﾖﾈﾀﾞﾊｼ) 下青隠地線 不明 10.3 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

青老橋 (ｾｲﾛｳﾊｼ) 中青線 2005 11.5 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

若杉橋 (ﾜｶｽｷﾞﾊｼ) 若杉山線 2005 14.0 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊｼ) 智教寺犬伏線 不明 14.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

犬伏橋 (ｲﾆﾌﾞｼﾊﾞｼ) 犬伏線 1957 12.5 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 内山線 不明 12.1 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

杉之河内橋 (ｽｷﾞﾉｶﾜﾁﾊﾞｼ) 引地線 不明 10.4 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

香淀大橋 (ｺｳﾖﾄﾞｵｵﾊｼ) 川根門田線 1985 204.2 10.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

広住橋 (ﾋﾛｽﾞﾐﾊﾞｼ) 広住島之尾線 1971 47.1 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 来女木市向原線 1969 44.3 7.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

喜三橋 (ｷｻﾝﾊﾞｼ) 森川門田線 1976 43.2 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

矢谷橋 (ﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 前川仁王丸線 1975 42.7 11.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

安作橋 (ｱﾂﾞｸﾘﾊﾞｼ) 船佐東公民館線 1973 42.6 3.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日原橋 (ﾋﾊﾗﾊﾞｼ) 叶谷日原線 1973 40.1 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

島之尾橋 (ｼﾏﾉｵﾊﾞｼ) 水谷島之尾線 1973 40.0 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

松之尾橋 (ﾏﾂﾉｵﾊﾞｼ) 松之尾長谷線 1971 40.0 3.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

せせらぎ橋 (ｾｾﾗｷﾞﾊﾞｼ) 生活改善センター線 1999 40.2 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

宗塚橋 (ﾑﾈﾂﾞｶﾊﾞｼ) 宗塚田中原線 1970 40.2 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

大仙橋 (ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 大仙成保線 1964 40.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

高北橋 (ｺｳﾎｸﾊﾞｼ) 高北1号線 1980 40.0 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ) 西田柆原線 1972 39.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

成安橋 (ﾅﾘﾔｽﾊﾞｼ) 権現迫成保線 1989 36.7 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ) 川平大畑線 1984 35.8 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 中原切田線 1978 32.7 5.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

雨乞橋 (ｱﾏｺﾞｲﾊﾞｼ) 雨乞橋線 1963 31.9 7.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下房後丸原1号橋 (ｼﾓﾎﾞｳｺﾞﾏﾙﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 下房後丸原線 1977 30.4 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

三段河内橋 (ｻﾝﾀﾞﾝｺｳﾁﾊﾞｼ) 下羽大畑線 1978 29.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ) 野々原行田線 1971 27.5 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

深谷橋 (ﾌｶﾔﾊﾞｼ) 深谷下北線 2003 25.5 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 川根小学校線 1957 26.0 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

前川門田1号橋 (ﾏｴｶﾜﾓﾝﾃﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 前川門田線 1969 24.5 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 後原香六線 1992 20.9 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

若幡橋 (ﾜｶﾊﾀﾊﾞｼ) 高北1号線 1973 20.0 8.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

川根小学校上1号橋

(ｶﾜﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳｶﾐｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

川根小学校上線 1963 18.0 2.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

宮迫橋 (ﾐﾔｻｺﾊﾞｼ) 落合橋大賀橋下宮迫線 1993 17.1 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 勘部細河内線 1973 16.0 5.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

東雲橋 (ｼﾉﾉﾒﾊﾞｼ) 三田谷香六線 1959 15.5 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

深渡橋 (ﾌｶﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 深渡塔ヶ峰線 1976 16.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

後岡城曽根川1号橋

(ｳｼﾛｵｶｼﾞｮｳｿﾈｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

後岡城曽根川線 1973 15.5 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 西原矢谷線 1972 15.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

名広橋 (ﾅﾋﾛﾊﾞｼ) 下房後線 1972 15.0 2.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

後岡城橋 (ｳｼﾛｵｶｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 原田西4号線 1974 15.0 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 高北1号線 1979 15.5 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

高福橋 (ｺｳﾌｸﾊﾞｼ) 高北2号線 1982 15.4 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

蛙鳴橋 (ｱｲﾒｲﾊﾞｼ) 三田谷香六線 1997 15.0 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

曽根川橋 (ｿﾈｶﾞﾜﾊｼ) 勘部細河内線 2005 16.8 9.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

式敷橋 (ｼｷｼﾞｷﾊｼ) 上式敷寺脇線 2007 15.5 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ
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三国山橋 (ﾐｸﾆﾔﾏﾊｼ) 築品山根線 不明 10.1 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

小丸公橋 (ｺﾏﾙｺｳﾊｼ) 深谷下北線 不明 8.1 6.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

小滝橋 (ｺﾀｷﾊｼ) 深谷下北線 不明 9.1 5.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

七号橋 (ﾅﾅｺﾞｳﾊｼ) 深谷下北線 不明 9.0 5.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

深谷下北1号橋 (ﾌｶﾀﾆｼﾓｷﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 深谷下北線 不明 8.5 5.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

深谷下北2号橋 (ﾌｶﾀﾆｼﾓｷﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 深谷下北線 不明 8.2 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

歌ヶ谷1号橋 (ｳﾀｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 不明 12.7 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

歌ヶ谷2号橋 (ｳﾀｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 不明 10.8 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

歌ヶ谷3号橋 (ｳﾀｶﾞﾀﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 不明 11.5 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

歌ヶ谷4号橋 (ｳﾀｶﾞﾀﾆ4ｺﾞｳﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 不明 11.5 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

大神橋 (ｵｵｶﾐﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 1968 12.6 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三本垣橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｶｷﾊｼ) 杉ノ原口歌ヶ谷線 1968 10.2 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ねこやなぎ橋 (ﾈｺﾔﾅｷﾞﾊｼ) 田草篠原線 不明 9.1 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

生活改善ｾﾝﾀｰ2号橋 (ｾｲｶﾂｶｲｾﾞﾝｾﾝﾀｰ2ｺﾞｳﾊｼ) 生活改善センター線 不明 9.0 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

二重谷3号橋 (ﾆｴﾀﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 二重谷線 不明 9.1 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下式敷中道1号橋 (ｼﾓｼｷｼｷﾅｶﾐﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 下式敷中道線 不明 12.0 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊｼ) 寺脇名倉線 不明 11.3 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

船佐公民館1号橋 (ﾌﾅｻｺｳﾐﾝｶﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 船左北公民館線 不明 11.8 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

富安橋 (ﾄﾐﾔｽﾊｼ) 森原薬師線 不明 8.5 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

丸王橋 (ﾏﾙｵｳﾊｼ) 後原香六線 不明 14.4 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

八王子橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞﾊｼ) 後原香六線 不明 10.4 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

若幡橋 (ﾜｶﾊﾀﾊｼ) 若幡橋線 不明 11.0 8.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

桜小川橋 (ｻｸﾗｺｶﾞﾜﾊｼ) 田屋郷用地線 不明 8.9 8.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 東福田線 不明 12.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

上福田橋 (ｶﾐﾌｸﾀﾞﾊｼ) 福田土橋線 不明 13.5 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新上福田橋 (ｼﾝｶﾐﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 上福田北線 不明 10.9 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仲仙道橋 (ﾅｶｾﾝﾄﾞｳﾊｼ) 常広水越線 不明 12.1 5.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大賀橋 (ｵｵｶﾞﾊｼ) 常広水越線 不明 9.0 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

茂谷橋 (ﾓﾀﾆﾊｼ) 常広茂谷線 不明 8.4 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仲仙道上1号橋 (ﾅｶｾﾝﾄﾞｳｶﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 仲仙道上線 不明 10.2 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

畦無橋 (ｱｾﾞﾅｼﾊｼ) 仲仙道城ヶ迫線 不明 10.8 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高屋根橋 (ｺｳﾔﾈﾊｼ) 仲仙道下線 不明 10.8 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

余谷橋 (ﾖﾀﾞﾆﾊｼ) 余谷線 1967 8.8 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

西ノ谷1号橋 (ﾆｼﾉﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 西の谷線 不明 9.7 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

尾津谷橋 (ｵﾂﾀﾆﾊﾞｼ) 小原中央線 不明 8.5 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

尾津谷橋側道橋 (ｵﾂﾀﾆﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 小原中央線 不明 10.4 1.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

余谷第1号橋 (ﾖﾀﾞﾆﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 余谷線 1995 11.1 9.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

糘地橋5号橋 (ｽｸﾓｼﾞﾊｼ5ｺﾞｳｷｮｳ) 稼地中央線 1990 9.6 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

海渡橋 (ｶｲﾄﾊﾞｼ) 鳥居原線 1968 56.8 2.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

鹿渕橋 (ｶﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 鹿淵高庵寺線 1971 51.5 3.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

津久田橋 (ﾂｸﾀﾞﾊﾞｼ) 津久田線 1966 45.6 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中須加橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 鹿淵高庵寺線 1967 44.1 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

寄口橋 (ﾖｾｸﾁﾊｼ) 丸山寄口線 1991 43.0 7.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 上中組線 1967 33.6 2.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

実重橋 (ｻﾈｼｹﾞﾊﾞｼ) 実重線 1973 33.6 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

船田橋 (ﾌﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 船田線 1980 33.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

実森橋 (ｻﾈﾓﾘﾊﾞｼ) 平沖線 1967 29.1 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 中須賀線 1968 28.4 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

横川橋 (ﾖｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 横川線 1993 24.6 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

仏原橋 (ﾎﾄｹﾊﾗﾊﾞｼ) 出口1号線 1964 25.5 3.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下滝川橋 (ｼﾓﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 下滝川線 1987 26.4 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高大地橋 (ｺｳﾀﾞｲﾁﾊﾞｼ) 高大地線 1968 24.6 2.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

横川橋 (ﾖｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 長田隠地線 1965 25.7 11.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

真土橋 (ﾏｽﾞﾁﾊﾞｼ) 真土線 1988 22.0 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

上滝川橋 (ｶﾐﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 上滝川線 1987 22.0 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

平木橋 (ﾋﾗｷﾊﾞｼ) 平木線 1990 22.1 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ
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地ヶ原橋 (ﾁｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 池ヶ原1号線 1991 22.1 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

道敬橋 (ﾄﾞｳｹｲﾊﾞｼ) 道敬線 1988 20.0 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 上横川線 1990 20.0 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

岡谷橋 (ｵｶﾀﾆﾊﾞｼ) 西峠線 1972 17.0 6.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日南迫橋 (ﾋﾅｻｺﾊﾞｼ) 出口2号線 1965 17.1 2.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

近友橋 (ﾁｶﾄﾓﾊﾞｼ) 近友線 1972 17.0 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日南近友橋 (ﾋﾅﾁｶﾄﾓﾊﾞｼ) 堀迫線 1975 16.6 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 平沖線 1949 16.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

堀迫橋 (ﾎﾘｻｺﾊﾞｼ) 上里栗線 1975 15.7 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

竹添橋 (ﾀｹｿﾞｴﾊﾞｼ) 上長田隠地線 1973 16.3 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

重信橋 (ｼｹﾞﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 重信線 1975 15.0 3.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

1015 (1015) 山田2号線 2003 12.0 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 寺山線 1958 11.7 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

5001 (5001) 奥谷1号線 不明 13.9 4.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

1014 (1014) 山根橋線 2003 11.1 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

4004 (4004) 下里栗線 2000 13.5 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

5005 (5005) 暮坪線 1995 10.6 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大須橋 (ｵｵｽﾞﾊﾞｼ) 宮ノ原～幸ノ浦線 1976 16.6 7.1 江田島市 広島県 江田島市 Ⅲ

大君２９号線３号橋 (ｵｵｷﾐ29ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大君２９号線 1977 6.9 8.9 江田島市 広島県 江田島市 Ⅲ

5号橋 (5ｺﾞｳﾊｼ) 清水ヶ丘2号線 1960 8.8 3.2 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

山田大橋 (ﾔﾏﾀﾞｵｵﾊｼ) 山田2号線 1973 12.7 5.2 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

源駄橋 (ｹﾞﾝﾀﾞﾊｼ) 山田5号線 1968 7.2 4.5 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

堺橋 (ｻｶｴﾊｼ) 町道1号線 1970 6.0 6.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

奥の谷橋 (ｵｸﾉﾀﾆﾊｼ) 町道37号線 1974 4.1 9.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

観音免橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 町道62号線 1973 3.9 3.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

砂走１号橋 (ｽﾅﾊﾞｼﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道70号線 1974 4.3 4.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

中央１号橋 (ﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道258号線 1960 3.0 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

中央橋歩道橋 (ﾁｭｳｵｳﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道258号線 1965 8.3 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

尾崎川３号橋 (ｵｻﾞｷｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道265号線 1974 8.9 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

港湾４号橋 (ｺｳﾜﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 町道259号線 1960 2.8 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

県道跨道橋２ (ｹﾝﾄﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ2) 町道240号線 1995 12.1 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

県道跨道橋 (ｹﾝﾄﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道4号線 1995 9.7 12.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

寺迫橋 (ﾃﾗｻｺﾊｼ) 町道109号線 1973 9.1 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

寺迫２号橋 (ﾃﾗｻｺ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道111号線 1970 9.8 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

稲葉橋 (ｲﾅﾊﾞﾊｼ) 町道113号線 1970 9.9 3.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

東三迫橋 (ﾋｶﾞｼﾐｻｺﾊｼ) 町道8号線 1965 10.0 9.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

西下橋 (ﾆｼｼﾀﾊｼ) 町道132号線 1978 9.0 4.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

明飛川１号橋 (ｱｹﾋﾞｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道138号線 1975 3.4 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

明飛川３号橋 (ｱｹﾋﾞｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道143号線 1980 5.4 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

明飛川４号橋 (ｱｹﾋﾞｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 町道143号線 1980 4.5 3.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

西中央橋 (ﾆｼﾁｭｳｵｳﾊｼ) 町道6号線 1965 8.6 6.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

畑の谷橋 (ﾊﾀﾉﾀﾆﾊｼ) 町道135号線 1963 6.2 6.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 町道6号線 1963 9.0 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

横走１号橋 (ﾖｺﾊｼﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道6号線 1980 2.3 14.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

横走２号橋 (ﾖｺﾊｼﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道6号線 1980 3.6 8.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

横走３号橋 (ﾖｺﾊｼﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道6号線 1980 4.7 3.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

高岸１号橋 (ﾀｶｷﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道137号線 2002 3.5 6.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

三迫橋(側道橋） (ﾐｻｺﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道7号線 1973 14.3 3.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

重光橋 (ｼｹﾞﾐﾂﾊｼ) 町道111号線 1970 8.4 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

金丸橋 (ｶﾈﾏﾙﾊｼ) 町道113号線 1980 8.2 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

工水跨管橋 (ｺｳｽｲｺｶﾝｷｮｳ) 町道9号線 1965 5.5 5.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

尻ノ庄３号橋 (ｼﾘﾉｼｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道122号線 1965 2.4 6.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

東新橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝﾊｼ) 町道8号線 1970 11.8 11.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

蟻ヶ原橋 (ｱﾘｶﾞﾊﾗﾊｼ) 町道117号線 1983 8.5 2.0 海田町 広島県 海田町 Ⅲ

大迫１号橋 (ｵｵｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道80号線 1980 2.8 4.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

大迫２号橋 (ｵｵｻｺ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道83号線 1973 2.9 7.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ
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大迫３号橋 (ｵｵｻｺ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道83号線 1973 3.3 8.0 海田町 広島県 海田町 Ⅱ

屯田中橋 (ﾄﾝﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ) 町道住田線 1960 9.3 6.0 熊野町 広島県 熊野町 Ⅲ

ソコウダ橋 (ｿｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 町道ソコウダ川端線 1965 6.0 3.4 熊野町 広島県 熊野町 Ⅲ

寺参橋 (ﾃﾗﾏｲﾘﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 不明 9.0 2.4 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

上條橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1973 8.2 1.6 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 町道西谷6号線 不明 2.8 2.3 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

植田橋(RC橋部) (ｳｴﾀﾞﾊﾞｼ(RCｷｮｳﾌﾞ)) 町道植田上条線 1996 15.0 8.9 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

鍋山橋 (ﾅﾍﾞﾔﾏﾊｼ) 横川絵堂線 1990 28.5 4.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

小屋ヶ谷橋 (ｺﾔｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 小屋ヶ谷線 1975 2.4 8.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

土路橋 (ﾄﾛﾊﾞｼ) 下山橋山線 1958 5.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

増野屋橋 (ﾏｽﾉﾔﾊｼ) 板村川小田線 不明 4.5 15.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ) 板村川小田線 1971 8.7 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

稲垣橋 (ｲﾅｶﾞｷﾊﾞｼ) 移原深溝線 不明 6.1 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 橋山小板線 1951 7.8 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

折屋橋 (ｵﾘﾔﾊﾞｼ) 橋山小板線 1951 3.5 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

重之尾橋 (ｼｹﾞﾉｵﾊｼ) 橋山小板線 1988 2.2 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

本川橋 (ﾎﾝｶﾜﾊﾞｼ) 中島くぐる木線 1973 6.0 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上田橋１ (ｳｴﾀﾞﾊｼ) 小学校線 1980 3.5 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中前橋 (ﾅｶﾏｴﾊﾞｼ) 奥中原苅屋形線 1961 4.0 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

善坊1号橋 (ｾﾞﾝﾎﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 奥中原苅屋形線 1962 2.0 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

下向井橋 (ｼﾓﾑｶｲﾊﾞｼ) 奥中原苅屋形線 1962 4.1 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上田屋橋 (ｶﾐﾀﾞﾀﾊﾞｼ) 奥中原苅屋形線 不明 4.2 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

本坪橋 (ﾎﾝﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 中郷線 1974 5.9 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

仲江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 土橋落谷線 1976 10.0 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

藤村橋 (ﾌｼﾞﾑﾗﾊﾞｼ) 民部線 1968 4.0 4.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

民部橋 (ﾐﾝﾌﾞﾊﾞｼ) 民部線 1976 7.0 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

丸小原橋 (ﾏﾙｺﾊﾞﾗﾊｼ) 下の原面谷線 1989 11.4 7.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

上増橋 (ｶﾐﾊﾞｽﾊﾞｼ) 下の原面谷線 不明 5.5 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

二河橋 (ﾌﾀｺﾞｳﾊｼ) 八幡雲耕線 2014 6.0 34.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

一ツ橋 (ﾋﾄﾂﾊﾞｼ) 八幡雲耕線 1964 2.8 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

三ツ橋 (ﾐﾂﾊﾞｼ) 八幡雲耕線 不明 2.4 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

上草橋 (ｶﾐｸｻﾊﾞｼ) 八幡雲耕線 1965 4.7 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

玉本橋 (ﾀﾏﾓﾄﾊﾞｼ) 後ヶ原下林線 1977 5.4 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

長戸路橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾊﾞｼ) 下溝口線 1975 14.2 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鉄穴橋 (ｶﾝﾅﾊｼ) 下溝口線 1977 6.5 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

東谷橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊﾞｼ) 溝口東線 1978 6.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中江原橋 (ﾅｶｴﾊﾞﾗﾊｼ) 中江原線 1980 10.0 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊｼ) 岡田櫻河内線 1980 2.5 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

枕1号橋 (ﾏｸﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 矢形川高野線 1964 4.2 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

枕2号橋 (ﾏｸﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 矢形川高野線 1964 4.8 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

枕3号橋 (ﾏｸﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 矢形川高野線 1964 3.9 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 高野西線 不明 6.3 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中束橋 (ﾅｶﾂｶﾊﾞｼ) 追付郷風呂の元線 不明 7.2 8.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

米沢橋 (ﾖﾈｻﾞﾜﾊﾞｼ) 米沢本郷線 不明 11.5 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

大前橋 (ｵｵﾏｴﾊﾞｼ) 小原米沢線 1972 10.0 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

藤田屋橋 (ﾌｼﾞﾀﾔﾊﾞｼ) 藤屋新宅線 1966 7.3 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

東草橋 (ﾋｶﾞｼｸｻﾊﾞｼ) 草安東線 不明 5.0 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

道野地橋 (ﾐﾁﾉｼﾞﾊﾞｼ) 道野地線 不明 10.4 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

仲の谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 仲の谷線 1971 6.0 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

水越1号橋 (ﾐｽﾞｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 水越線 1960 7.0 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

乙田橋 (ｵﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 大原亀山線 不明 2.8 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

御旅所橋 (ｵﾀﾋﾞｼｮﾊﾞｼ) 大元亀山線 1979 10.2 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

美雲橋 (ﾐｸﾞﾓﾊｼ) 溝口西線 不明 5.4 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

美雪橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 長者原戸河内線 1959 9.0 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

聖1号橋 (ﾋｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 長者原戸河内線 1967 3.9 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

追矢橋 (ｵｲﾔﾊｼ) 雲耕1号線 不明 10.6 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ
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大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 大谷1号線 不明 4.3 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

青松橋 (ｱｵﾏﾂﾊｼ) 下山橋山線 不明 2.3 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

川小田奥中原1号橋 (ｶﾜｺﾀﾞｵｸﾅｶﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川小田奥中原線 1980 6.0 23.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

牛岩橋 (ｳｼｲﾜﾊｼ) 荒神俵原線 不明 8.0 8.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

二川1号橋 (ﾌﾀｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 駄原二川線 不明 3.6 11.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

二川3号A橋 (ﾌﾀｺﾞｳｻﾝｺﾞｳｴｰｷｮｳ) 駄原二川線 不明 4.2 10.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

二川4号橋 (ﾌﾀｺﾞｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 駄原二川線 不明 5.5 11.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

二川5号橋 (ﾌﾀｺﾞｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 駄原二川線 不明 3.3 10.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

善法橋 (ｾﾞﾝﾎﾟｳﾊｼ) 中須賀線 不明 4.9 6.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

八幡下橋 (ﾔﾊﾀｼﾓﾊｼ) 長者原戸河内線 1960 4.6 5.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

四合橋 (ｼﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 長者原戸河内線 不明 5.0 5.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

河内谷中橋 (ｺｳﾁﾀﾞﾆﾅｶﾊﾞｼ) 河内谷線 不明 7.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西田屋橋 (ﾆｼﾀﾔﾊｼ) 面谷線 不明 3.0 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

龍頭橋 (ﾘｭｳｽﾞﾊｼ) 小原大暮線 1970 6.0 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

仁井屋河内橋 (ﾆｲﾔｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 仁井屋河内後賀原線 不明 6.5 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

畑森橋 (ﾊﾀﾓﾘﾊｼ) 長沢線 不明 5.4 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

神社橋1 (ｼﾞﾝｼﾞｬﾊｼ) 土橋面谷線 不明 5.9 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 板村久保線 不明 7.3 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋115 (ﾑﾒｲｷｮｳ115) 移原木原線 不明 9.6 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中租１号橋 (ﾅｶｿ1ｺﾞｳﾊｼ) 溝口中祖線 不明 8.0 4.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中租２号橋 (ﾅｶｿ2ｺﾞｳﾊｼ) 溝口中祖線 不明 8.0 4.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中畑1号橋 (ﾅｶﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田原枕線 1955 2.8 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新屋平1号橋 (ﾆｲﾔﾋﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田原筏津線 1955 4.3 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 田原筏津線 1975 5.4 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

別所2号橋 (ﾍﾞｯｼｮ2ｺﾞｳｷｮｳ) 別所線 1980 7.5 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大切橋 (ｵｵｷﾞﾘﾊｼ) 小枝線 1980 3.4 30.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上小枝橋 (ｶﾐｺｴﾀﾞﾊｼ) 小枝線 1982 2.5 9.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鑪橋 (ﾀﾀﾗﾊｼ) 岩戸線 1981 7.3 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

北時雨橋 (ｷﾀｼｸﾞﾚﾊﾞｼ) 岩戸線 1981 6.4 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

南時雨橋 (ﾐﾅﾐｼｸﾞﾚﾊｼ) 岩戸線 1981 4.2 7.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

東時雨橋 (ﾋｶﾞｼｼｸﾞﾚﾊｼ) 岩戸線 1981 3.0 8.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

足谷橋 (ｱｼﾀﾆﾊｼ) 横路線 1973 6.5 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

原田1号橋 (ﾊﾗﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田原神田線 1973 5.8 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

原田2号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 田原神田線 1975 3.0 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大児子原橋 (ｵｵﾁｺﾞﾊﾞﾗﾊｼ) 田原神田線 1977 5.1 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

竹小路橋 (ﾀｹｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 上ヶ原2号線 1975 8.0 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

高原1号橋 (ﾀｶﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 高原線 1980 7.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

高原2号橋 (ﾀｶﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 高原線 1981 6.5 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

高原3号橋 (ﾀｶﾊﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 高原線 1981 3.4 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

後藤地橋 (ｺﾞﾄｳﾁﾊｼ) 上小枝線 1982 3.5 12.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西脇原橋 (ﾆｼﾜｷﾊﾞﾗﾊｼ) 宮迫脇原線 1985 6.6 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

浄喜庵橋 (ｼﾞｮｳｷｱﾝﾊｼ) 三角田線 1984 2.9 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

柳谷2号橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 柳谷線 1980 4.3 3.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

工谷橋 (ﾀｸﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 本谷線 1978 8.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

供免橋 (ｷｮｳﾒﾝﾊｼ) 供免線 2001 3.7 7.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

下市橋 (ｼﾓｲﾁﾊｼ) 下市線 1955 3.7 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

辻堂原橋 (ﾂｼﾞﾄﾞｳﾊﾞﾗﾊｼ) 辻堂原原田線 1974 5.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

門ノ切橋 (ﾓﾝﾉｷﾘﾊｼ) 熊取支線 1978 4.1 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

田原山根橋 (ﾀﾜﾗﾔﾏﾈﾊｼ) 山根線 1977 7.0 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

沖野屋橋 (ｵｷﾉﾔﾊｼ) 女鹿原1号線 1982 10.1 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

専教寺橋 (ｾﾝｷｮｳｼﾞﾊｼ) 上郷線 1975 11.5 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

神楽橋 (ｶｸﾞﾗﾊｼ) 大塚神楽線 1978 5.4 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

吉ヶ谷2号橋 (ﾖｼｶﾞﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 吉ヶ谷線 1978 6.7 3.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

吉ヶ谷3号橋 (ﾖｼｶﾞﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 吉ヶ谷線 1979 8.1 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

野田地橋 (ﾉﾀﾞｼﾞﾊｼ) 中枝ノ宮線 1980 4.3 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西鉄穴2号橋 (ﾆｼｶﾞﾝﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ) 西鉄穴線 1987 10.1 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ
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下正里橋 (ｼﾓｾｲﾘﾊﾞｼ) 下正里線 1985 10.6 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

竹添橋 (ﾀｹｿﾞｴﾊｼ) 朝枝側道線 1992 2.1 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

友石橋 (ﾄﾓｲｼﾊｼ) 鳴滝線 1981 4.7 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

大下橋 (ｵｵｼﾓﾊﾞｼ) 大沢線 1989 11.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾆﾊｼ) 大下線 1990 11.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

一ノ宮橋 (ｲﾁﾉﾐﾔﾊｼ) 磐門線 1975 8.0 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

山根橋１ (ﾔﾏﾈﾊｼ) 洞泉寺線 1981 10.5 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 長尾線 1982 10.5 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

柳谷1号橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 長尾線 1982 2.4 8.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

硯原橋 (ｽｽﾞﾘﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 岩戸硯原線 1983 8.6 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

足谷橋 (ｱｼﾀﾞﾆﾊｼ) 上横路線 1989 4.4 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

重實橋 (ｼｹﾞｻﾞﾈﾊｼ) 郷之崎長通線 1998 3.1 14.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

長通橋 (ﾅｶﾞﾄｵｼﾊｼ) 修理住吉線 1999 3.6 8.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

野師橋 (ﾉｼﾊﾞｼ) 栄橋線 不明 5.3 6.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

赤穂橋 (ｱｺｳﾊﾞｼ) 栄橋線 1961 3.2 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

春木陰地１号橋 (ﾊﾙｷｵﾝｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 春木陰地線 1993 2.1 5.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

春木陰地２号橋 (ﾊﾙｷｵﾝｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 春木陰地線 不明 3.8 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

ヤホダ橋 (ﾔﾎﾀﾞﾊﾞｼ) 木次石井谷線 1972 6.4 8.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

畑中央1号端 (ﾊﾀﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 畑中央線 1991 6.2 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

畑中央2号端 (ﾊﾀﾁｭｳｵｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 畑中央線 1949 5.4 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

畑中央3号端 (ﾊﾀﾁｭｳｺｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 畑中央線 1950 4.4 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

畑中央4号端 (ﾊﾀﾁｭｳｵｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 畑中央線 不明 2.1 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

恵両橋 (ｴｲﾘｮｳﾊﾞｼ) 南方八重線 不明 8.9 7.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

阿戸野賀1号橋 (ｱﾄﾞﾉｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 阿戸野賀線 1957 3.2 6.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大倉橋 (ｵｵｸﾗﾊﾞｼ) 大倉線 1970 7.5 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大倉中橋 (ｵｵｸﾗﾅｶﾊﾞｼ) 大倉線 1968 2.5 8.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

尾長橋 (ｵﾅｶﾞﾊﾞｼ) 尾長線 1964 6.5 7.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

外原2号橋 (ｿﾄﾊﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 外原線 1977 2.5 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

霞1号橋 (ｶｽﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 霞線 不明 5.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

冠川橋 (ｶﾝﾑﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 丸押線 1957 4.9 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

隅留橋 (ｽﾐﾄﾒﾊﾞｼ) 瀬丸線 1964 6.0 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

篠戸橋 (ｼﾉﾄﾊﾞｼ) 篠戸線 1972 11.0 7.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾀﾊﾞｼ) 畑陰地線 1964 10.0 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

民安橋 (ﾀﾐﾔｽﾊﾞｼ) 熊谷線 1988 7.5 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

沼2号橋 (ﾇﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 沼線 不明 4.4 5.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

川戸屋1号橋 (ｶﾜﾄﾞﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川戸屋線 1991 6.6 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

火野山橋 (ﾋﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 荒神原線 1974 4.6 7.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

八王子1号橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 八王子線 不明 3.0 12.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

可部坂1号橋 (ｶﾍﾞｻﾞｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 可部坂線 不明 3.5 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

イナマエ橋 (ｲﾅﾏｴﾊﾞｼ) 下川井線 不明 5.5 4.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

壬生本村2号橋 (ﾐﾌﾞﾓﾄﾑﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 壬生本村線 不明 6.0 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

隅田橋 (ｽﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 川西下郷線 不明 2.4 51.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

川西下郷１号橋 (ｶﾜﾆｼｼﾓｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川西下郷線 1993 2.4 17.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

山根橋２ (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 川東上郷1号線 不明 2.1 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

鉄穴田橋 (ｶﾝﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 平田2号線 不明 3.1 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

野々頭1号橋 (ﾉﾉｶﾞｼﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野々頭1号線 不明 2.2 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

貞広橋 (ｻﾀﾞﾋﾛﾊﾞｼ) 大月谷線 1967 3.7 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

漆原1号橋 (ｳﾙｼﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 漆原線 不明 2.6 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

鉄穴口橋 (ｶﾝﾅｸﾞﾂﾊﾞｼ) 上の谷線 1990 3.2 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上河内1号線 (ｶﾐｺｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上河内線 不明 3.5 3.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

開拓1号橋 (ｶｲﾀｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 出原茂村線 1961 5.3 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

正森2号橋 (ﾏｻﾓﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 額田部石井谷線 不明 8.7 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

陰地1号橋 (ｵﾝﾁﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 本郷陰地線 1967 5.1 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

二反田1号橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中原陰地線 1950 3.4 2.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中原陰地2号橋 (ﾅｶﾊﾗｵﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中原陰地線 不明 4.3 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

畑南1号橋 (ﾀﾊﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 畑日南線 1985 6.1 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ
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畷1号橋 (ﾅﾜﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 畷線 不明 2.5 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

笠懸橋 (ｶｻｶﾞｹﾊﾞｼ) 笠懸線 1966 7.0 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

笠懸1号橋 (ｶｻｶﾞｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 笠懸線 不明 9.2 2.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

野田1号橋 (ﾆﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野田橋線 不明 3.1 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

見崎谷橋 (ﾐｻｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 見崎谷線 1980 6.6 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

小田宅上橋 (ｵﾀﾞﾀｸｶﾐﾊﾞｼ) 見崎谷線 1961 3.5 3.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上春木法蔵寺1号橋

(ｶﾐﾊﾞﾙｷﾎｳｿﾞｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

蔵迫法蔵寺線 不明 5.4 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

小玉橋 (ｺﾀﾞﾏﾊﾞｼ) 本郷日名線 1977 4.0 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西郷１号橋 (ｻｲｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西郷線 不明 2.0 3.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

野地橋 (ﾉｼﾞﾊﾞｼ) 今田線 1962 6.4 2.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

黄番橋 (ｵｳﾊﾞﾝﾊｼ) 神田2号線 1984 10.6 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

竹下三村1号橋 (ﾀｹｼﾀﾐﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 竹下三村線 1981 4.2 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

温留橋 (ﾇﾙﾊｼ) 須倉線 1976 3.7 6.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

消防1号橋 (ｼｮｳﾎﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 消防線 不明 4.9 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋301 (ﾑﾒｲｷｮｳ301) 八重東小学校線 1959 3.6 1.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

八重東小学校1号橋

(ﾔｴﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳｲﾁｺﾞｳｷｮ

ｳ)

八重東小学校線 不明 5.6 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

分田1号橋 (ﾜｹﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 分田線 不明 3.3 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

出原1号橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 出原線 不明 3.0 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

栗久橋 (ｸﾘﾋｻﾊﾞｼ) 栗久線 1975 7.0 3.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

文通橋1号橋 (ﾌﾞﾝﾂｳﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 文通橋線 不明 11.2 2.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

正森中宗1号橋 (ﾏｻﾓﾘﾅｶﾑﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 正森中宗線 不明 8.4 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中宗1号橋 (ﾅｶﾑﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中宗線 不明 8.9 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

石野口1号橋 (ｲｼﾉｸﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石野口線 不明 7.5 2.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

寺原沖1号橋 (ﾃﾗﾊﾞﾗｵｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 寺原沖線 不明 2.5 8.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大国1号橋 (ｵｵｸﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大国1号線 不明 8.9 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大利1号橋 (ｵｵﾄｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 木次大利線 不明 10.6 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大歳1号橋 (ｵｵﾄｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大歳線 不明 2.3 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

大倉西1号橋 (ｵｵｸﾗﾆｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大倉西線 不明 5.7 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

栃ノ木谷橋 (ﾄﾁﾉｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 蔵迫法蔵寺線 1978 3.7 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

正福寺橋 (ｼｮｳﾌｸｼﾞﾊﾞｼ) 正福寺線 1980 4.3 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

宮参道1号橋 (ﾐﾔｻﾄﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 下中郷線 不明 2.9 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

田中橋１ (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 上畑田中線 1980 8.1 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

城ヶ峠1号橋 (ｼﾞｮｳｶﾞﾀｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 城ヶ峠線 不明 3.3 8.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上本地1号橋 (ｶﾐﾎﾝｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上本地線 不明 11.2 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上本地2号橋 (ｶﾐﾎﾝｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上本地線 不明 10.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

本郷橋３ (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 桁梅迫線 1981 18.2 5.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

出原東橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾗﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 出原東線 1977 3.2 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

出原東1号橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾗﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 出原東線 不明 3.1 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

原田元宗1号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾓﾄﾑﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 原田元宗線 不明 11.3 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

岡谷1号橋 (ｵｶﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岡谷線 不明 7.0 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

石井谷1号橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 石井谷足掛線 1983 7.1 9.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

石井谷青松2号橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆｱｵﾏﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 石井谷足掛線 1983 3.5 10.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

寸尺1号橋 (ｽﾝｼﾞｬｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 寸尺線 不明 2.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

出口1号橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁｷｮｳ) 川西日焼2号線 不明 8.1 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 東別所線 1980 6.5 7.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上別所橋 (ｶﾐﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 別所線 1982 2.7 6.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

古保利薬師橋 (ｺｵﾘﾔｸｼﾊﾞｼ) 古保利薬師線 1977 2.7 6.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

石井谷青松3号橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆｱｵﾏﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 石井谷足掛線 1983 2.9 13.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

本郷新地橋 (ﾎﾝｼﾞｼﾝﾁﾊｼ) 本郷新地線 1955 11.0 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 溝上線 1973 2.2 3.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中原陰地3号橋 (ﾅｶﾊﾗｵﾝｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 中原高本線 不明 2.7 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

渋里2号橋 (ｼﾌﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 渋里線 1993 2.7 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

石井谷青松4号橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆｱｵﾏﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 石井谷足掛線 1983 2.9 13.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

森光西橋 (ﾐﾘﾐﾂﾆｼﾊﾞｼ) 森光線 1985 7.4 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

神社前橋 (ｼﾞﾝｼﾞｬﾏｴﾊﾞｼ) 南方神社線 1985 2.2 6.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 中山4号線 1975 2.1 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ
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中宗2号橋 (ﾅｶﾑﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ) 中宗2号線 1975 8.5 7.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

畷橋 (ﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 水崎新地線 1926 4.8 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

古ヶ谷橋 (ﾌﾙｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 壬生本村線 1970 5.1 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

花ノ木橋 (ﾊﾅﾉｷﾊｼ) 側道11号線 1986 11.7 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

側道27号橋梁 (ｿｸﾄﾞｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 側道27号線 1982 2.7 12.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

側道31号橋梁 (ｿｸﾄﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 側道32号線 1982 2.3 16.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

岡城橋 (ｵｶｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 三治久木次線 1974 2.9 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

分田2号橋 (ﾜｹﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 分田線 1992 2.3 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大地又1号橋 (ｵｵｼﾞﾏﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大地又線 1991 2.3 9.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大地又2号橋 (ｵｵｼﾞﾏﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 側道41号線 1991 2.6 24.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道42号東政国橋

(ｿｸﾄﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾋｶﾞｼﾏｻ

ｸﾆﾊﾞｼ)

側道42号線 1991 3.0 6.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道43号政国橋

(ｿｸﾄﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾏｻｸﾆ

ﾊﾞｼ)

側道43号線 1991 2.6 19.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道45号大和田橋

(ｿｸﾄﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｵｵﾜﾀﾞ

ﾊﾞｼ)

側道55号線 1991 2.9 13.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道58号打道橋

(ｿｸﾄﾞｳｺﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｳﾁﾐﾁ

ﾊﾞｼ)

側道58号線 1991 7.6 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道61号1号橋

(ｿｸﾄﾞｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｲﾁｺﾞｳ

ﾊﾞｼ)

側道61号線 1991 6.6 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

側道61号2号橋

(ｿｸﾄﾞｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾆｺﾞｳ

ﾊﾞｼ)

側道61号線 1991 3.3 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

海見山1号橋 (ｶｲｹﾝｻﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 海見山3号線 1992 4.4 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

都合谷橋 (ﾂｺﾞｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 都合谷線 1951 2.5 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

又打1号橋 (ﾏﾀｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 河本中出線 不明 2.7 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

又打2号橋 (ﾏﾀｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 河本中出線 不明 4.4 5.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

市原橋 (ｲﾁﾊﾗﾊﾞｼ) 市原線 不明 2.9 12.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

下十日市橋 (ｼﾓﾄｳｶｲﾁﾊﾞｼ) 新地下十日市線 1924 4.0 7.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

頼実橋 (ﾖﾘｻﾞﾈﾊﾞｼ) 野賀頼実3号線 1936 3.6 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

小ヶ迫橋 (ｵｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 都図長沢線 1997 2.3 10.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

牛道橋 (ｳｼﾉｸﾋﾞﾊﾞｼ) 瀬山萩原線 1967 4.0 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

須床下橋 (ｽﾄﾞｺｼﾓﾊﾞｼ) 瀬山萩原線 1976 3.5 6.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

小林下橋 (ｺﾊﾞﾔｼｼﾓﾊｼ) 小林2号線 1974 4.8 6.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

籾祖東橋 (ﾓﾐｿﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 小林川崎線 1970 3.7 7.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中橋１ (ﾅｶﾊﾞｼ) 東郷土穴線 1962 2.9 10.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

川崎橋２ (ｶﾜｻｷﾊﾞｼ) 小林川崎線 1988 5.1 11.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

三本木橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾊｼ) 石中山線 1973 7.4 5.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

濱後橋 (ﾊﾏｺﾞﾊｼ) 浜後切田線 不明 3.6 9.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 保原東郷線 1980 2.2 22.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

明ヶ田橋 (ﾐｮｳｹﾀﾞﾊｼ) 宮前明ヶ田線 不明 5.9 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

栗矢谷橋 (ｸﾘﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 大畠今吉田線 1979 3.2 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

橋詰橋３ (ﾊｼｽﾞﾒﾊﾞｼ) 大矢田ノ原線 不明 4.6 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

籾祖橋 (ﾓﾐｿﾊﾞｼ) 中祖下鶉木線 1980 7.6 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

下鶉木橋 (ｼﾓｳｽﾞﾗｷﾊｼ) 下鶉木線 1973 4.0 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中野下橋 (ﾅｶﾉｼﾓﾊｼ) 小林線 1967 3.1 3.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

空組橋 (ｿﾗｸﾞﾐﾊｼ) 移木西の谷線 1971 4.5 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鹿渡原橋 (ｼｶﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 鹿渡原線 不明 2.5 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

朴の木橋 (ﾎｳﾉｷﾊﾞｼ) 鍛冶屋峠線 1965 10.5 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

松才１号橋 (ﾏﾂｻﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 志路原田原線 1966 5.3 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

松才２号橋 (ﾏﾂｻﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 志路原田原線 1966 2.0 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大口橋 (ｵｵｸﾗﾊﾞｼ) 志路原1号線 1970 5.0 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

金屋橋 (ｶﾅﾔﾊﾞｼ) 南迫線 不明 15.9 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

中和橋 (ﾁｭｳﾜﾊｼ) 日南上線 1996 3.6 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

日南東橋 (ﾋﾅﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 日南東線 1998 10.2 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

森中橋 (ﾓﾘﾅｶﾊﾞｼ) 田中原1号線 1979 11.1 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

長末橋 (ﾅｶﾞｽｴﾊﾞｼ) 水井手2号線 1970 10.0 3.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

坤束橋 (ｺﾝｿﾞｸﾊﾞｼ) 下阿坂中郷線 1962 10.6 2.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

沖野橋 (ｵｷﾉﾊｼ) 下阿坂都志見線 1987 5.4 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

下阿坂橋 (ｼﾓｱｻﾞｶﾊｼ) 下阿坂線 1979 2.9 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

森脇橋 (ﾓﾘﾜｷﾊｼ) 久河内大筒峠線 1980 2.6 5.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

植木下橋 (ｳｴｷｼﾓﾊｼ) 七曲長笹線 1964 5.3 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

田尾郷橋 (ﾀｵｺﾞｳﾊｼ) 中筋田尾郷線 不明 5.7 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ
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大道橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾊｼ) 大道西郷線 1970 7.6 2.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大峠1号橋 (ｵｵﾀｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西郷大峠線 1985 5.9 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

大峠2号橋 (ｵｵﾀｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 西郷大峠線 1963 5.8 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中祖橋２ (ﾅｶｿﾊﾞｼ) 籾祖酒森2号線 1977 5.8 2.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

俵下橋 (ﾀﾜﾗｼﾓﾊｼ) 中祖下鶉木2号線 1976 5.0 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊｼ) 鶉木1号線 1966 3.0 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

坪田橋 (ﾂﾎﾞﾀﾊｼ) 小林水根線 1978 5.3 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鉙原橋 (ｶﾝﾅﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 鉙原2号線 不明 3.0 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西村橋 (ﾆｼﾑﾗﾊｼ) 鉙原牛尾原線 1974 3.3 7.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

薑橋 (ｺｳﾊｼ) 堤2号線 不明 2.3 6.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中橋２ (ﾅｶﾊｼ) 細河内中線 1980 3.0 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

火ﾉ峠橋 (ﾋﾉﾀｵﾊﾞｼ) 都志見火の峠線 不明 3.1 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

打山橋 (ｳﾁﾔﾏﾊｼ) 大筒都志見線 1993 3.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中橋３ (ﾅｶﾊｼ) 下組寺組線 1968 6.0 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

竹野河内橋 (ﾀｹﾉｺｳﾁﾊｼ) 寺組竹野河内線 1994 6.5 2.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

下野橋 (ｼﾓﾉﾊｼ) 後谷前の谷線 1971 5.1 5.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

米屋橋 (ﾖﾈﾔﾊｼ) 桑本線 1970 6.3 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

桑木橋 (ｸﾜｷﾊｼ) 桑本線 1970 7.3 3.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

西宗１号橋 (ﾆｼﾑﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 馬橋線 1970 11.5 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

龍北橋 (ﾘｭｳﾎｸﾊｼ) 門ヶ迫線 1973 7.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

仕形原橋 (ｼｶﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 八反田線 1968 10.6 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

樋佐毛橋 (ﾋｻｹﾞﾊﾞｼ) 大日延線 不明 5.6 2.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

流田橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾊﾞｼ) 流田線 1971 11.0 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

石路橋 (ｲﾜｼﾞﾊｼ) 青木線 1974 10.8 2.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

大前橋 (ｵｵﾏｴﾊｼ) 打道線 1971 7.3 3.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 志路原寺道2号線 1978 4.6 2.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

小見谷橋 (ｺﾐﾀﾆﾊｼ) 日奈線 1964 4.1 2.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

郷田橋 (ｺﾞｳﾀﾞﾊｼ) 下ヶ原2号線 1977 4.7 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

船峠橋２ (ﾌﾅﾀﾞｵﾊﾞｼ) 下ヶ原2号線 1984 5.9 2.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

馬渡橋 (ﾑﾏﾜﾀﾊｼ) 琴谷馬渡橋線 不明 10.8 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

水根橋 (ﾐﾉﾈﾊｼ) 水根線 不明 7.8 5.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大筒下橋 (ｵｵﾂﾞﾂｼﾓﾊｼ) 大筒戸谷線 1985 10.6 4.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 土井大石線 1989 6.3 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

沖縄手橋 (ｵｷﾅﾜﾃﾊｼ) 沖縄手線 不明 10.0 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋410 (ﾑﾒｲｷｮｳ410) 庄原中央線 不明 3.0 17.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

蘇里橋 (ｿﾘﾊｼ) 蘇里線 1993 6.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

松崎橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾊｼ) 下阿坂瀬山線 不明 7.5 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

保原橋 (ﾔｽﾊﾗﾊﾞｼ) 保原東郷線 不明 10.3 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

松才橋 (ﾏﾂｻﾞｲﾊﾞｼ) 志路原中線 不明 4.6 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

勘坂橋 (ｶﾝｻﾞｶﾊｼ) 下阿坂瀬山線 1975 6.6 3.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

千日橋 (ｾﾝﾆﾁﾊﾞｼ) 千日開線 1984 6.3 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 千日開線 1974 10.3 2.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

西の谷橋 (ﾆｼﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 移木西の谷線 1976 5.3 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

磯田橋 (ｲｿﾀﾞﾊｼ) 磯田線 1962 3.2 2.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

古江２号橋 (ﾌﾙｴ2ｺﾞｳﾊｼ) 古江１号線 1989 13.3 5.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

古江１号橋 (ﾌﾙｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 古江線 1965 3.1 6.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

陰地橋 (ｵﾝﾁﾞﾊｼ) 隠地日向線 1965 42.0 3.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

羽場橋 (ﾊﾊﾞﾊｼ) 甲尻線 1971 42.0 5.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

石丸線 (ｲｼﾏﾙｾﾝ) 石丸谷線 1973 38.4 4.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

新清屋橋 (ｼﾝｷﾖﾔﾊｼ) 新清屋線 1965 47.1 3.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 高木線 1970 47.1 3.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

梨木橋 (ﾅｼｷﾊｼ) 中土居線 1994 37.0 4.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

瀬戸門橋 (ｾﾄﾓﾝﾊｼ) 大通高田線 1991 41.6 6.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

龍王橋 (ﾘｭｳｵｳﾊｼ) 三川ダム線 1991 39.2 5.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

井原橋 (ｲﾊﾗﾊｼ) 桑原駅前線 1983 43.0 5.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

田谷橋 (ﾀﾔﾊｼ) 田谷線 1978 47.4 6.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ
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矢那平橋 (ﾔﾅﾋﾗﾊｼ) 八田原井庄原線 1994 11.4 5.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

川塚大橋 (ｶﾜﾂﾞｶｵｵﾊｼ) 世羅中央線 1991 103.7 8.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

信宗橋 (ﾉﾌﾞｿｳﾊｼ) 信宗線 1963 15.4 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

迫谷２号橋 (ｻｺﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊｼ) 甲尻線 1971 3.2 4.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

高丸橋 (ﾀｶﾏﾙﾊｼ) 宇根山本線 1971 2.5 4.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

金毘羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ) 金毘羅沖線 1999 2.9 7.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 宮田宮内出口線 1978 2.4 8.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

金光橋１ (ｶﾈﾐﾂﾊｼ) 日向線 1958 2.5 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

切石橋 (ｷﾘｲｼﾊｼ) 青近山田線 1971 3.6 5.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

黒木橋 (ｸﾛｷﾊｼ) 別迫青近線 1978 2.3 4.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

田原橋 (ﾀﾊﾗﾊｼ) 近森線 1980 7.0 3.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

中組上２号橋 (ﾅｶｸﾞﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 中組上線 1978 2.0 7.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

中土居橋 (ﾅｶﾄﾞｲﾊｼ) 下中線 2000 12.3 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

杉原橋 (ｽｷﾞﾊﾗﾊｼ) 甲斐村中線 1979 2.8 4.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

四郎丸沖橋 (ｼﾛｳﾏﾙｵｷﾊｼ) 四郎丸沖線 1980 2.5 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

徳原橋 (ﾄｸﾊﾗﾊｼ) 総田清藤線 1989 3.0 3.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 総田梅ノ木線 1979 2.6 3.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

頓迫山1号橋 (ﾄﾝｻﾞｺﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 川尻宇津戸線 1980 2.0 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

頓迫山2号橋 (ﾄﾝｻﾞｺﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ) 川尻宇津戸線 1980 3.0 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

兼国渡橋 (ｶﾈｸﾆﾜﾀﾘﾊｼ) 白鹿橋線 1980 3.2 5.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

白鹿橋 (ﾊｸｼｶﾊｼ) 白鹿橋線 2002 13.1 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

紙田谷橋 (ｶﾐﾀﾔﾊｼ) 岸本流田線 1970 7.0 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊｼ) 南谷線 2003 11.5 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

徳重橋 (ﾄｸｼｹﾞﾊｼ) 箱中原線 1980 10.5 3.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

瀬戸川線 (ｾﾄｶﾜﾊｼ) 市照善寺線 1962 2.6 2.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

弁財天上橋 (ﾍﾞﾝｻﾞｲﾃﾝｶﾐﾊｼ) 川尻宇津戸線 1962 3.0 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

竹岩橋 (ﾀｹｲﾜﾊｼ) 田ノ原成光線 1966 3.1 3.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

栗尾橋 (ｸﾘｵﾊｼ) 栗尾線 1956 3.1 3.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

山福田１号橋 (ﾔﾏﾌｸﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 山福田中央線 1967 3.5 5.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

山福田２号橋 (ﾔﾏﾌｸﾀﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 山福田中央線 1967 3.4 5.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

鳴戸狩山橋 (ﾅﾙﾄｶﾘﾔﾏﾊｼ) 鳴戸狩山線 1970 3.2 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

下二反田橋 (ｼﾓﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 下二反田線 1977 2.7 4.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

政兼橋 (ﾏｻｶﾈﾊｼ) 政兼線 1975 3.5 3.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

森陰橋 (ﾓﾘｶｹﾞﾊｼ) 森陰支線 1968 3.2 5.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

鶴峯門橋 (ﾂﾙﾐﾈｶﾄﾞﾊｼ) 鶴峯門線 1970 3.0 5.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊｼ) 池ケ原線 1980 2.8 3.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

津田中央橋 (ﾂﾀﾁｭｳｵｳﾊｼ) 津田中央線 1973 2.3 4.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

冠橋 (ｶﾝﾑﾘﾊｼ) 西山線 1977 7.3 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

平之城２号橋 (ﾋﾗﾉｼﾞｮｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 田竜１号線 1965 3.0 4.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

田竜橋 (ﾀﾘｭｳﾊｼ) 田竜３号線 1965 3.0 3.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

大村山橋 (ｵｵﾑﾗﾔﾏﾊｼ) 大村山線 1980 3.1 5.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

土取２号橋 (ﾂﾁﾄﾘﾆｺﾞｳﾊｼ) 土取２号線 1970 3.4 3.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

青山本橋 (ｱｵﾔﾏﾎﾝﾊｼ) 青山本線 1976 2.3 13.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

竹の鼻橋 (ﾀｹﾉﾊﾅﾊｼ) 竹之鼻１号線 1973 3.4 2.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

城之本橋 (ｼﾛﾉﾓﾄﾊｼ) 安田徳市線 1973 3.1 5.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

中徳市１号橋 (ﾅｶﾄｸｲﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 徳市本線 1973 3.0 2.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

大吉橋 (ﾀﾞｲｷﾁﾊｼ) 大栢線 1973 3.5 4.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

鹿田３号橋 (ｼｶﾀｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 鹿田３号線 1950 2.5 7.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

小深１号橋 (ｺﾌﾞｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 青水黒渕線 1970 3.2 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

小深３号橋 (ｺﾌﾞｶｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 小深線 1969 2.8 2.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

追分橋 (ｵｲﾜｹﾊｼ) 追分２号線 2004 8.3 8.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

田打橋 (ﾄｳﾁﾊｼ) 田打坂井原線 2002 8.4 5.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

末信２号橋 (ｽｴﾉﾌﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 石ヶ坪線 1973 3.0 6.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

一ノ谷２号橋 (ｲﾁﾉﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 一の谷黒淵線 1985 2.7 5.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

河森橋 (ｶﾜﾓﾘﾊﾞｼ) 河森下組線 不明 9.2 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

荒神橋 (ｱﾗｶﾞﾐﾊﾞｼ) 中坪本線 1952 5.0 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ


