
1-3     産地品種銘柄別上場・落札数量・落札価格（特定加工用）年産計

産地 粒別 品種銘柄 上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

北海道　　 大粒　　 つるの子　　　　　 7,437.0 660.0 6,783

大粒　　 ツルムスメ　　　　 9,373.0 1,010.0 6,866
大粒　　 とよまさり　　　　　 20,654.0 1,827.0 7,040
中粒　　 とよまさり　　　　　 2,397.0 - -
中粒　　 ハヤヒカリ　　　　　 330.0 - -
小粒　　 ユキシズカ　　　　 2,628.0 - -
極小粒　 ユキシズカ　　　　 1,896.0 - -
中粒　　 秋田　　　　　　　　 825.0 - -

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　 825.0 - -
中粒　　 おおすず　　　　　 1,676.5 330.0 6,015
  その他 0.5 - -

岩手　　　 大粒　　 スズカリ　　　　　　 660.0 - -
中粒　　 ナンブシロメ　　　 838.0 170.0 6,900
  その他 1,034.0 - -

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 935.0 - -
中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 1,982.5 1,155.0 6,767
大粒　　 タンレイ　　　　　　 1,815.0 - -
中粒　　 タンレイ　　　　　　 2,145.0 - -
大粒　　 タチナガハ　　　　 1,155.0 - -
大粒　　 あやこがね　　　　 189.5 - -
中粒　　 あやこがね　　　　 432.5 - -

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 1,988.0 330.0 6,610
中粒　　 リュウホウ　　　　　 2,970.0 165.0 6,520
中粒　　 タチユタカ　　　　　 3,960.0 - -
中粒　　 すずさやか　　　　 1,155.0 - -
  その他 3,630.0 - -

山形　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 330.0 - -
中粒　　 リュウホウ　　　　　 165.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 3,795.0 - -
大粒　　 あやこがね　　　　 330.0 - -
中粒　　 あやこがね　　　　 159.0 - -
中粒　　 タチユタカ　　　　　 1,758.0 - -
  その他 331.0 330.0 5,520

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 990.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　 421.0 165.0 6,300

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 1,650.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　 293.0 293.0 6,420
大粒　　 ハタユタカ　　　　　 165.0 - -
極小粒　 納豆小粒　　　　　 435.0 435.0 10,010
  その他 382.0 - -

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 3,960.0 330.0 6,325
中粒　　 タチナガハ　　　　 1,007.0 330.0 6,510

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 682.0 22.0 6,520
中粒　　 タチナガハ　　　　 130.5 130.5 6,520
  その他 12.5 12.5 6,520

埼玉　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 507.0 507.0 8,100
千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 165.0 6,630
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 11,880.0 495.0 6,300

中粒　　 エンレイ　　　　　　 4,125.0 1,650.0 6,211
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産地 粒別 品種銘柄 上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

富山　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 4,125.0 990.0 6,617
中粒　　 オオツル　　　　　　 1,818.5 658.5 6,210
大粒　　 エンレイ　　　　　　 24,420.0 6,105.0 6,759
中粒　　 エンレイ　　　　　　 12,210.0 7,260.0 6,547

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 9,405.0 1,650.0 6,503
中粒　　 エンレイ　　　　　　 990.0 825.0 6,388
大粒　　 あやこがね　　　　 660.0 - -
中粒　　 あやこがね　　　　 495.0 - -

福井　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 165.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 5,445.0 825.0 6,440
中粒　　 エンレイ　　　　　　 2,640.0 1,650.0 6,259

長野　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　 1,650.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　 165.0 165.0 6,200
中粒　　 ナカセンナリ　　　 73.0 - -
  その他 917.0 165.0 6,010

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,350.0 330.0 6,750

静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 495.0 6,807
中粒　　 フクユタカ　　　　　 357.0 178.5 6,600

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 984.0 493.0 6,650
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,155.0 825.0 6,788

三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,159.0 662.0 6,747
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 1,485.0 - -

中粒　　 オオツル　　　　　　 1,155.0 495.0 6,517
  その他 353.5 - -

兵庫　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　 1,342.5 - -
鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 354.0 - -

中粒　　 タマホマレ　　　　　 2,475.0 165.0 6,510
大粒　　 サチユタカ　　　　 3,465.0 1,155.0 6,593
中粒　　 サチユタカ　　　　 500.0 334.5 6,630
  その他 3.0 - -

島根　　　 中粒　　 タマホマレ　　　　　 1,046.0 - -
大粒　　 サチユタカ　　　　 825.0 330.0 6,605
中粒　　 サチユタカ　　　　 495.0 - -
  その他 568.0 - -

岡山　　　 大粒　　 トヨシロメ　　　　　 519.5 519.5 6,656
中粒　　 トヨシロメ　　　　　 330.0 165.0 6,850
大粒　　 サチユタカ　　　　 1,018.0 333.0 6,729

広島　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　 2,145.0 1,815.0 6,595
山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　 2,805.0 1,650.0 6,611

中粒　　 サチユタカ　　　　 165.0 165.0 6,500
中粒　　 フクユタカ　　　　　 403.0 201.5 6,600

愛媛　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 989.0 - -
高知　　　   その他 226.0 226.0 6,540
福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 490.0 - -

中粒　　 フクユタカ　　　　　 160.0 - -
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 1,320.0 - -

中粒　　 フクユタカ　　　　　 2,805.0 - -
大分　　　 中粒　　 むらゆたか　　　　 15.0 - -

中粒　　 エルスター　　　　 44.0 - -
  その他 766.0 - -
　　　　全国 206,045.5 41,343.5 6,642
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