
１　重量制限
番号 橋りょう名

自 至
Ｋ1 相生橋 新宿区西新宿5-15 中野区本町1-11 特別区道12-170 10.0
Ｋ2 豊水橋 中野区本町1-11 新宿区西新宿5-14 特別区道12-510 8.0
Ｋ3 栄橋 新宿区北新宿2-22 中野区中央1-1 特別区道21-1340 14ｔ 7.0
Ｋ4 伏見橋 新宿区北新宿2-14 中野区中央1-6 特別区道21-1350 14ｔ 7.0
Ｋ5 柏橋 新宿区北新宿3-36 中野区東中野1-18 特別区道22-1270 14ｔ 7.0
Ｋ6 新開橋 新宿区北新宿3-38 中野区東中野1-39 特別区道22-1200 14ｔ 7.0
Ｋ7 万亀橋 新宿区北新宿3-40 中野区東中野1-40 特別区道22-1290 14ｔ 7.0
Ｋ8 大東橋 新宿区北新宿4-37 中野区東中野5-6 特別区道22-1450 8.0
Ｋ9 南小滝橋 新宿区北新宿4-37 中野区東中野5-12 特別区道22-1410 14ｔ 6.0
Ｋ10 亀齢橋 新宿区北新宿4-37 中野区東中野5-22 特別区道22-1540 14ｔ 8.0
Ｋ11 久保前橋 新宿区高田馬場3-46 新宿区上落合1-2 特別区道23-510 14ｔ 4.0
Ｋ13 新堀橋 新宿区高田馬場3-44 新宿区下落合1-13 特別区道23-610 １4ｔ 4.0
Ｋ14 瀧澤橋 新宿区高田馬場3-28 新宿区下落合1-12 特別区道23-616 １4ｔ 4.45
Ｋ15 落合橋 新宿区高田馬場3-17 新宿区下落合1-8 特別区道23-440 6t 3.2
Ｋ16 宮田橋 新宿区高田馬場3-17 新宿区下落合1-7 特別区道23-350 5ｔ 3.0
Ｋ17 田島橋 新宿区高田馬場3-5 新宿区下落合1-7 特別区道23-220 8ｔ 9.0
Ｋ18 清水川橋 新宿区高田馬場3-5 新宿区下落合1-1 特別区道23-710 １4t 3.5
Ｋ19 神高橋 新宿区高田馬場2-16 豊島区高田3-12 特別区道23-201 15.0
Ｋ20 戸田平橋 新宿区高田馬場2-11 豊島区高田3-6 特別区道23-140 10.0
Ｋ21 曙橋 新宿区西早稲田3-31 豊島区高田2-3 特別区道33-340 １4t 4.0
Ｋ22 面影橋 新宿区西早稲田3-31 豊島区高田1-18 特別区道33-141 6.0
Ｋ23 三島橋 新宿区西早稲田3-6 新宿区西早稲田3-6 特別区道33-350 １4t 4.0
Ｋ24 仲之橋 新宿区西早稲田3-6 豊島区高田1-13 特別区道33-360 １4t 4.0
Ｋ25 豊橋 新宿区西早稲田1-14 新宿区西早稲田1-14 特別区道33-430 １4t 6.7
Ｋ26 石切橋 新宿区水道町3 文京区水道2-5 特別区道36-900 10.2
Ｋ27 西江戸川橋 新宿区西五軒町12 文京区水道2-1 特別区道36-910 10.0
Ｋ28 小桜橋 新宿区東五軒町6 文京区水道2-4 特別区道36-920 14.5
Ｋ29 中之橋 新宿区新小川町7 文京区水道1-3 特別区道36-930 10.0
Ｋ30 隆慶橋 新宿区新小川町1 文京区後楽2-3 特別区道36-940 18ｔ 7.5
Ｋ31 辰巳橋 新宿区下落合1-10 新宿区下落合1-14 特別区道23-220 14t 5.2
Ｋ32 長町橋2号 新宿区西新宿5-20 新宿区西新宿5-21 特別区道12-510 6t 5.65
Ｋ33 長町橋1号 新宿区西新宿5-19 新宿区西新宿5-21 特別区道12-490 9t 3.5
Ｋ34 羽衣橋 新宿区西新宿5-19 新宿区西新宿5-18 特別区道12-520 6t 9.72
Ｋ35 柳橋 新宿区西新宿5-18 新宿区西新宿5-22 特別区道12-480 6t 3.55
Ｋ36 榎橋 新宿区西新宿5-25 渋谷区本町3-20 特別区道12-460 6t 3.5

Ｍ1 四村橋 新宿区西落合2-20 新宿区西落合2-19 特別区道24-1290 13.0
Ｍ2 北原橋 中野区上高田5-11 新宿区西落合2-8 特別区道24-1130 10.0
Ｍ4 葛橋 中野区上高田5-7 中野区上高田5-1 特別区道24-541 11.0
Ｍ5 新杢橋 新宿区上落合3-30 新宿区中井1-9 特別区道24-110 7t 4.32
Ｍ6 美仲橋 新宿区上落合3-15 新宿区中井1-8 特別区道24-160 9t 3.0
Ｍ7 栄橋 新宿区上落合3-1 新宿区中井1-3 特別区道24-200 9t 4.25
Ｍ8 寺斎橋 新宿区上落合2-17 新宿区中落合1-19 特別区道23-1960 6t 5.0
Ｍ9 大正橋 新宿区上落合2-17 新宿区中落合1-20 特別区道23-2010 9t 4.3
Ｍ11 昭和橋 新宿区上落合1-19 新宿区中落合1-5 特別区道23-2040 6t 4.3
Ｍ13 落合橋 新宿区上落合1-17 新宿区中落合1-1 特別区道23-1360 11.0
Ｍ14 西ノ橋 新宿区下落合1-16 新宿区下落合1-16 特別区道23-630 9t 3.6
Ｍ15 千代久保橋 新宿区下落合1-16 新宿区下落合1-14 特別区道23-610 6t 3.55

*3 朝日橋 新宿区若葉1-22 新宿区若葉1-25 特別区道43-630 ７ｔ 4.6
*7 おおくぼそよかぜ 橋 新宿区百人町2-3 新宿区大久保3-7 特別区道23-311 14.2

2　高さ制限

1 柏木架道橋 北新宿3-27 特別区道22-1310 2.7 JR中央線

2 鎧架道橋 北新宿3-16 特別区道22-1150 2.7 JR中央線

3 薬師道架道橋 百人町2-27 特別区道22-1070 4.1 JR中央線

4 第二戸塚架道橋 高田馬場1-33 特別区道22-1800 2.3 JR山手線

5 第四大久保架道橋 百人町3-1 特別区道22-270 3.3 JR山手線

6 第二大久保架道橋 百人町1-10 特別区道21-920 2.8 JR山手線

7 東大久保橋 新宿6-24 特別区道31-200 2.6 職安通り

8 第一号南鮫ヶ橋通架道橋 南元町8 特別区道43-480 3.0 JR中央線

9 第二号南鮫ヶ橋通架道橋 南元町7 特別区道43-490 3.3 JR中央線

3　幅員制限

自 至
1 特別区道23-1050 下落合4-9先 下落合4-21先 1.7
2 特別区道23-1060 下落合4-9先 下落合2-9先 1.7
3 特別区道23-770 下落合2-9先 下落合2-21先 1.7
4 特別区道22-1782 高田馬場1-28先 高田馬場1-29先 2.0
5 特別区度22-140 大久保2-4先 大久保3-5先 2.0
6 特別区道32-630 弁天町30先 早稲田南町56先 1.7
7 特別区道23-640 下落合1-15先 下落合1-15先 1.7
8 特別区道31-860 住吉町15先 住吉町13先 1.4
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