
1 北区 二俣線陸橋 細江下村5-16号線 RC橋 1937 17.0 天浜線 未

2 西区 馬郡跨線橋 細江舞阪線 鋼橋 1967 183.5 JR東海道本線 済

3 西区 坪井跨線橋 浜松環状線 PC橋 2003 193.7 JR東海道本線 済

4 中区 伊場跨線橋 若林101号線 鋼橋 1970 373.0 JR東海道本線、新幹線 済

5 中区 鴨江倉松跨線橋 鴨江倉松線 混合橋 1970 234.0 JR東海道本線 済

6 南区 若林跨線橋 東若林高塚1号線 鋼橋 1970 242.8 JR東海道本線 済

7 北区 都筑橋 三ヶ日インター線 PC橋 1968 56.6 天浜線 済

8 北区 都筑橋側道橋 三ヶ日インター線 鋼橋 2005 58.2 天浜線 済

9 北区 都田跨線橋 渋川都田停車場線 PC橋 1995 21.8 天浜線 済

10 北区 新田橋3 三ヶ日新田中央線 PC橋 1999 14.6 天浜線 済

11 浜北区 宮口跨線橋 国道362号 RC橋 1938 13.4 天浜線 済

12 東区 青屋和田跨線橋 五島天竜川停車場線 鋼橋 1982 203.3 JR東海道本線 済

13 浜北区 於呂橋側道橋 浜北根堅新海橋中瀬線 鋼橋 1995 18.0 天浜線 済

14 東区 天竜川駅跨線人道橋 青屋20号線 鋼橋 1972 78.5 JR東海道本線 済

15 浜北区 於呂橋 浜北根堅新海橋中瀬線 RC橋 1981 11.0 天浜線 済

16 浜北区 向山橋2 浜北於呂45号線 RC橋 1981 12.0 天浜線 済

17 天竜区 大原橋3 国道152号 RC橋 1939 7.4 ＪＲ飯田線 済

18 天竜区 城西大橋 佐久間向皆外線 鋼橋 1972 79.1 ＪＲ飯田線 済

19 天竜区 東山跨線橋 天竜阿蔵東線 PC橋 1995 13.5 天浜線 済

20 天竜区 大屋敷橋 水窪向第8号線 鋼橋 1955 15.3 ＪＲ飯田線 済

21 中区 姫街道橋 磐田細江線 鋼橋 1968 78.0 東名高速道路 済

22 西区 深萩橋1 大山呉松線 PC橋 1967 45.9 東名高速道路 済

23 西区 新栗谷橋 湖東和地1号線 PC橋 1967 43.0 東名高速道路 済

24 西区 花見橋1 和地9号線 PC橋 1968 66.4 東名高速道路 済

25 西区 中道橋1 和地74号線 PC橋 1967 50.3 東名高速道路 済

26 西区 向平橋 湖東65号線 PC橋 1967 37.5 東名高速道路 済

27 西区 堀切橋1 呉松102号線 PC橋 1967 60.0 東名高速道路 済

28 北区 追分橋1 国道257号 PC橋 1968 52.9 東名高速道路 済

29 北区 初生大橋 国道257号 鋼橋 1968 45.5 東名高速道路 済

30 北区 新才の神橋 国道301号 PC橋 1968 46.8 東名高速道路 済

31 北区 岡本橋 浜北三ヶ日線 PC橋 1968 57.0 東名高速道路 済

32 北区 新岡本橋 浜北三ヶ日線 鋼橋 1998 57.4 東名高速道路 済

33 北区 東黒田第一跨道橋 国道257号 PC橋 2005 115.7 東名高速道路 済

34 北区 曳馬野橋 萩丘都田線 PC橋 1968 49.4 東名高速道路 済

35 北区 葵橋 高丘葵線 PC橋 1967 40.0 東名高速道路 済

36 北区 学園橋 初生1号線 PC橋 1967 50.5 東名高速道路 済

37 北区 初生橋1 初生4号線 PC橋 1968 48.8 東名高速道路 済

38 北区 初生中橋 初生5号線 PC橋 1968 48.2 東名高速道路 済

39 北区 昭和橋3 初生9号線 PC橋 1968 50.1 東名高速道路 済

40 北区 追分東橋 初生10号線 PC橋 1968 50.3 東名高速道路 済

41 北区 段子川橋1 初生158号線 PC橋 1967 42.4 東名高速道路 済

42 北区 長根橋 三ヶ日前畑原線 鋼橋 2001 47.5 東名高速道路 済

43 北区 大里橋 三ヶ日大里線 PC橋 1969 38.9 東名高速道路 済

44 北区 宇志橋1 三ヶ日板取線 PC橋 1969 41.6 東名高速道路 済

45 北区 新田橋2 三ヶ日東山新田線 PC橋 1969 38.0 東名高速道路 済

46 北区 平山橋1 三ヶ日ヨリ合田北山線 PC橋 1969 43.2 東名高速道路 済

47 北区 北山橋1 三ヶ日長根北山イ号線 PC橋 1969 45.0 東名高速道路 済

48 北区 津々崎橋2 三ヶ日津々崎金山線 PC橋 1969 40.8 東名高速道路 済
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49 西区 伊左地橋 細江舞阪線 PC橋 1981 36.3 河川 済

50 西区 花川橋 舘山寺鹿谷線 RC橋 1958 37.3 河川 未

51 天竜区 青洞橋 袋井春野線 PC橋 1997 49.0 河川 済

52 天竜区 塩見渡橋 両島二俣線 鋼橋 1973 394.0 河川 未

53 天竜区 西奥橋 天竜東栄線 鋼橋 1998 59.0 河川 済

54 天竜区 横山橋1 国道152号 鋼橋 1976 351.5 河川 済

55 天竜区 篠原橋1 国道362号 RC橋 1975 41.0 河川 未

56 南区 江福大橋 国道150号 RC橋 2001 87.6 河川 済

57 西区 宇布見橋1 細江舞阪線 PC橋 1960 120.0 河川 済

58 中区 馬込橋1 国道152号 RC橋 1938 46.9 河川 済

59 中区 谷口橋1 国道152号 PC橋 1979 52.9 河川 済

60 中区 谷口橋2 国道152号 PC橋 1985 52.9 河川 済

61 北区 谷津橋 国道257号 PC橋 1966 38.0 河川 済

62 北区 葭本橋 国道362号 鋼橋 1967 31.0 河川 済

63 北区 新瀬戸橋 瀬戸佐久米線 鋼橋 1968 145.8 河川 済

64 北区 第2号橋 瀬戸佐久米線 PC橋 1968 27.1 河川 済

65 北区 藤渕橋 国道362号 鋼橋 2002 97.0 河川 済

66 北区 新祝田橋 国道257号 鋼橋 1970 93.0 河川 済

67 北区 駒場橋 三ヶ日インター線 RC橋 1968 64.0 河川 済

68 北区 花平橋 国道257号 RC橋 1961 30.0 河川 済

69 北区 高橋1 国道362号 鋼橋 1974 64.0 河川 済

70 東区 新安新高架橋 浜松環状線 鋼橋 1983 263.5 河川 済

71 東区 三ツ合橋 浜松環状線 鋼橋 1968 44.6 河川 済

72 東区 下三ツ合橋 浜松環状線 鋼橋 1971 44.6 河川 済

73 北区 清水橋 国道362号 PC橋 1972 14.0 河川 済

74 東区 琵琶橋 国道152号 PC橋 1958 24.1 河川 済

75 浜北区 芝本橋 国道152号 RC橋 1962 14.8 河川 済

76 中区 馬込大橋1 国道152号 鋼橋 1986 95.0 河川 済

77 中区 馬込大橋2 国道152号 鋼橋 1986 95.0 河川 済

78 天竜区 鹿島橋 国道152号 鋼橋 1937 216.6 河川 済

79 天竜区 新若身橋 国道362号 鋼橋 1971 44.6 河川 済

80 天竜区 新気田川橋 国道362号 鋼橋 1976 122.3 河川 済

81 天竜区 双竜橋 掛川天竜線 PC橋 1955 58.2 河川 済

82 天竜区 不動沢橋 国道152号 RC橋 1957 60.0 河川 済

83 天竜区 権現橋1 国道152号 RC橋 1957 21.2 河川 済

84 天竜区 相津桟道橋 国道152号 PC橋 1979 229.7 河川 済

85 天竜区 相生橋1 国道362号 鋼橋 1975 63.7 河川 済

86 天竜区 麓橋 国道362号 RC橋 1962 34.8 河川 済

87 天竜区 久里崎橋 国道362号 鋼橋 1973 144.0 河川 済

88 天竜区 平木大橋 国道362号 鋼橋 1978 115.1 河川 済

89 天竜区 川上橋 国道362号 RC橋 1968 31.4 河川 済

90 天竜区 錦橋 国道473号 鋼橋 1970 82.7 河川 済

91 天竜区 狭石橋1 国道473号 RC橋 1949 50.0 河川 済

92 天竜区 狭石橋1 国道473号 RC橋 1949 50.0 河川 済

93 天竜区 山香橋1 国道473号 RC橋 1952 17.0 河川 済

94 天竜区 榎橋 国道473号 RC橋 1954 32.6 河川 済

95 天竜区 西渡橋 国道473号 RC橋 1955 21.0 河川 済

96 天竜区 大輪桟道橋 国道152号 PC橋 1999 195.0 河川 済

97 天竜区 半島桟道橋 国道152号 PC橋 1993 37.0 河川 済

98 天竜区 新長久橋 国道362号 鋼橋 1983 116.0 河川 済

99 天竜区 大代橋 国道362号 鋼橋 1984 50.0 河川 済

100 天竜区 街道橋 国道362号 鋼橋 1987 50.0 河川 済

101 天竜区 犬居橋 国道362号 鋼橋 1987 160.2 河川 済

102 天竜区 新秋葉橋 国道362号 鋼橋 1989 148.0 河川 済

103 天竜区 宮川橋 国道362号 鋼橋 1991 105.8 河川 済

104 天竜区 上野桟道橋 国道473号 PC橋 1992 209.5 河川 済
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