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路線名 区間 都道府県路線名 IC・JCT区間 都道府県路線名 区間 都道府県
1 東名 東京 東名川崎 神奈川県1 東名 東京 東名川崎 神奈川県

※
東名 東京 東名川崎 神奈川県

2 東名 東名川崎 横浜青葉 神奈川県 ※2 東名 東名川崎 横浜青葉 神奈川県 ※
3 東名 横浜青葉 横浜町田 神奈川県3 東名 横浜青葉 横浜町田 神奈川県
4 東名 横浜町田 海老名JCT 神奈川県4 東名 横浜町田 海老名JCT 神奈川県

海老名5 東名 海老名JCT 厚木 神奈川県5 東名 海老名JCT 厚木 神奈川県
6 東名 厚木 秦野中井 神奈川県6 東名 厚木 秦野中井 神奈川県東名 厚木 秦野中井 神奈川県
7 東名 秦野中井 大井松田 神奈川県7 東名 秦野中井 大井松田 神奈川県東名 秦野中井 井松 神奈 県
8 東名 大井松田 御殿場 神奈川県静岡県8 東名 大井松田 御殿場 神奈川県静岡県

49 中央道 高井戸 調布 東京都 74 茨城県
9 中央道 高井戸 調布 東京都 74 茨城県10 中央道 調布 稲城 東京都

73
茨城県10 中央道 調布 稲城 東京都

央道 稲城 立府 東京都 7311 中央道 稲城 国立府中 東京都 7311 中央道 稲城 国立府中 東京都
12 中央道 国立府中 八王子 東京都 7212 中央道 国立府中 八王子 東京都

6972
群馬県

中央道 国立府中 八王子 東京都
13 中央道 八王子 八王子JCT 東京都 6972

群馬県
13 中央道 八王子 八王子JCT 東京都 69

71群馬県14 中央道 八王子JCT 相模湖東 東京都 6871群馬県14 中央道 八王子JCT 相模湖東 東京都 6815 中央道 相模湖東 相模湖 神奈川県15 中央道 相模湖東 相模湖 神奈川県

6716 中央道 相模湖 上野原 神奈川県 6716 中央道 相模湖 上野原 神奈川県
関越道 大泉 所沢 埼 県 6617 関越道 大泉JCT 所沢 埼玉県 66関越道 大泉 所沢 埼玉県

18 関越道 鶴 島 東松山 埼玉県 6618 関越道 鶴ヶ島 東松山 埼玉県関越道 鶴ヶ島 東松山 埼 県
19 関越道 東松山 嵐山小川 埼玉県 75
19 関越道 東松山 嵐山小川 埼玉県 7520 関越道 嵐山小川 花園 埼玉県 22

7520 関越道 嵐山小川 花園 埼玉県 22 64 65 7021 関越道 花園 本庄児玉 埼玉県 64 65 7021 関越道 花園 本庄児玉 埼玉県
藤 21

64 65 7022 関越道 本庄児玉 藤岡JCT 埼玉県 2122 関越道 本庄児玉 藤岡JCT 埼玉県
23 京葉道 船橋 花輪 千葉県 6323 京葉道 船橋 花輪 千葉県

20 63京葉道 船橋 花輪 千葉県
24 京葉道 花輪 幕張 千葉県 20 62 栃木県
24 京葉道 花輪 幕張 千葉県 62 栃木県

京葉道 花輪 幕張 千葉県
25 京葉道 幕張 武石 千葉県 19 32 栃木県25 京葉道 幕張 武石 千葉県 19 3226 京葉道 宮野木JCT 穴川 千葉県 9

3126 京葉道 宮野木JCT 穴川 千葉県

18 31
長野県27 京葉道 穴川 貝塚 千葉県 18

36長野県27 京葉道 穴川 貝塚 千葉県
葉道 葉東 葉 36長野県28 京葉道 貝塚 千葉東JCT 千葉県 3628 京葉道 貝塚 千葉東JCT 千葉県

29 京葉道 千葉東JCT 松 丘北 千葉県 3529 京葉道 千葉東JCT 松ヶ丘北 千葉県 35 78
京葉道 千葉東 松ヶ丘北 千葉県

30 京葉道 松が丘北 松が丘南 千葉県 7830 京葉道 松が丘北 松が丘南 千葉県松 松
31 東北道 加須 羽生 埼玉県31 東北道 加須 羽生 埼玉県

3432 東北道 羽生 館林 埼玉県群馬県 34
山梨県

32 東北道 羽生 館林 埼玉県群馬県

山梨県33 常磐道 三郷JCT 三郷料金所（Ｓ） 埼玉県
埼玉県山梨県33 常磐道 三郷JCT 三郷料金所（Ｓ） 埼玉県

33埼玉県山梨県
34 常磐道 三郷料金所（Ｓ） 流山 千葉県 33埼玉県34 常磐道 三郷料金所（Ｓ） 流山 千葉県

17
常磐道 郷料 所（ ） 流 千葉県

35 常磐道 流山 柏 千葉県 1735 常磐道 流山 柏 千葉県 17常磐道 流山 柏 千葉県
36 常磐道 柏 谷和原 千葉県茨城県36 常磐道 柏 谷和原 千葉県茨城県
37 ｱｸｱﾗｲﾝ 川崎浮島JCT 海ほたるＰＡ 神奈川県37 ｱｸｱﾗｲﾝ 川崎浮島JCT 海ほたるＰＡ 神奈川県

千葉県38 ｱｸｱﾗｲﾝ 海ほたるＰＡ 木更津金田第一 千葉県 千葉県38 ｱｸｱﾗｲﾝ 海ほたるＰＡ 木更津金田第 千葉県
葉 葉

千葉県39 千葉東金 千葉東JCT 千葉東IC 千葉県39 千葉東金 千葉東JCT 千葉東IC 千葉県
40 千葉東金 大宮 千葉東JCT 千葉県

首
40 千葉東金 大宮 千葉東JCT 千葉県

9101112131415167677 首
千葉東金 大宮 千葉東 千葉県

41 館山道 君津 君津ＰＡ（Ｓ） 千葉県 9101112131415167677 首41 館山道 君津 君津ＰＡ（Ｓ） 千葉県 903567677 首
都

館山道 君津 君津 （ ） 千葉県
42 館山道 君津ＰＡ（Ｓ） 富津中央 千葉県 232425 262728 39都42 館山道 君津ＰＡ（Ｓ） 富津中央 千葉県 232425 262728 39都43 館山道 富津中央 富津竹岡 千葉県 232425 8 39

40
都
圏

43 館山道 富津中央 富津竹岡 千葉県

29 40圏44 富津館山道 富津竹岡 富津金谷 千葉県 29圏44 富津館山道 富津竹岡 富津金谷 千葉県

中
45 富津館山道 富津金谷 鋸南保田 千葉県 中

東京都
45 富津館山道 富津金谷 鋸南保田 千葉県
46 富津館山道 鋸南保田 鋸南富山 千葉県 30中

東京都46 富津館山道 鋸南保田 鋸南富山 千葉県 30
心東京都富津館山道 鋸南保田 鋸南富山 千葉県

47 富津館山道 鋸南富山 富浦 千葉県 心東京都47 富津館山道 鋸南富山 富浦 千葉県 心富津館 鋸南富 富 葉県
48 第三京浜 京浜川崎 玉川 神奈川県

部
48 第三京浜 京浜川崎 玉川 神奈川県

部49 第三京浜 岡沢出入口 三ツ沢出入口 神奈川県 部49 第三京浜 岡沢出入口 三ツ沢出入口 神奈川県

神奈川県50 横浜新道 新保土ヶ谷 藤塚 神奈川県 神奈川県50 横浜新道 新保土ヶ谷 藤塚 神奈川県
横 新道 今 新保 神奈

神奈川県51 横浜新道 今井 新保土ヶ谷 神奈川県51 横浜新道 今井 新保土ヶ谷 神奈川県
52 横浜新道 川上 今井 神奈川県52 横浜新道 川上 今井 神奈川県

1
横浜新道 川上 今井 神奈川県

53 横浜新道 上矢部 戸塚終点 神奈川県 153 横浜新道 上矢部 戸塚終点 神奈川県 1
254 横浜横須賀道路 朝比奈 釜利谷JCT 神奈川県 254 横浜横須賀道路 朝比奈 釜利谷JCT 神奈川県

34567 4855 新湘南バイパス 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎西 神奈川県 34567
37 384855 新湘南バイパス 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎西 神奈川県

8 37 3848
56 西湘バイパス 小田原 石橋 神奈川県 8 37 3856 西湘バイパス 小田原 石橋 神奈川県

湘バイパ 橋 橋料金所 神奈川県
857 西湘バイパス 石橋 石橋料金所 神奈川県西湘バイパス 石橋 石橋料金所 神奈川県

58 西湘バイパス 早川 石橋 神奈川県58 西湘バイパス 早川 石橋 神奈川県西湘 イ 早川 石橋 神奈川県
59 西湘バイパス 早川 小田原西 神奈川県 41 42 43 44 45 46 4759 西湘バイパス 早川 小田原西 神奈川県 41 42 43 44 45 46 4760 西湘バイパス 小田原西 箱根口 神奈川県60 西湘バイパス 小田原西 箱根口 神奈川県

5161 小田原厚木道路 小田原西 荻窪 神奈川県 5051525361 小田原厚木道路 小田原西 荻窪 神奈川県
栃木県 5051525362 東北道 館林 佐野藤岡 栃木県62 東北道 館林 佐野藤岡 栃木県

63 東北道 佐野藤岡 佐野SA（S) 栃木県 496163 東北道 佐野藤岡 佐野SA（S) 栃木県 496061
東北道 佐野藤岡 佐野 （ ) 栃木県

64 東北道 岩舟JCT 栃木 栃木県 49
596064 東北道 岩舟JCT 栃木 栃木県 5960東 道 栃木

65 東北道 栃木 栃木都賀JCT 栃木県
58
5965 東北道 栃木 栃木都賀JCT 栃木県
5866 東北道 宇都 上河内SA（S) 栃木県

5657
5866 東北道 宇都 上河内SA（S) 栃木県

565767 東北道 上河内SA(S) 矢板 栃木県 565767 東北道 上河内SA(S) 矢板 栃木県

東 道 矢板 塩 栃木県68 東北道 矢板 西那須野塩原 栃木県68 東北道 矢板 西那須野塩原 栃木県
69 東北道 西那須野塩原 黒磯板室 栃木県69 東北道 西那須野塩原 黒磯板室 栃木県

54
東北道 西那須野塩原 黒磯板室 栃木県

70 北関道 栃木都賀JCT 都賀 栃木県 5470 北関道 栃木都賀JCT 都賀 栃木県
71 関越道 高崎 前橋 群馬県

55
71 関越道 高崎 前橋 群馬県

5572 関越道 前橋 駒寄PA(S) 群馬県 5572 関越道 前橋 駒寄PA(S) 群馬県
73 関越道 駒寄PA(S) 渋川伊香保 群馬県73 関越道 駒寄PA(S) 渋川伊香保 群馬県

関越道 渋 伊香保 赤城 群馬県 ※北陸管内高速道路の主要渋滞箇所
74 関越道 渋川伊香保 赤城 群馬県 ※北陸管内高速道路の主要渋滞箇所関越道 渋川伊香保 赤城 群馬県
75 上信越道 藤岡JCT 藤岡 群馬県

※北陸管内高速道路の主要渋滞箇所75 上信越道 藤岡JCT 藤岡 群馬県信越道 藤岡 藤岡 群馬県
76 中央道 上野原 大月 山梨県76 中央道 上野原 大月 山梨県
77 中央道 大月JCT 勝沼 山梨県77 中央道 大月JCT 勝沼 山梨県

高速道路（群馬県）の主要渋滞箇所78 圏央道 つくばJCT つくば牛久 茨城県 高速道路（群馬県）の主要渋滞箇所78 圏央道 つくばJCT つくば牛久 茨城県 高速道路（群馬県）の主要渋滞箇所




