
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　　 ツルムスメ　　　　　 472.0 307.0 9,860
中粒　　 ツルムスメ　　　　　 22.0 22.0 9,860
大粒　　 とよまさり　　　　　 7,604.0 3,626.0 5,283
中粒　　 とよまさり　　　　　 465.0 465.0 5,350
小粒　　 スズマル　　　　　　 165.0 - -

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 660.0 - -
岩手　　　 大粒　　 スズカリ　　　　　　 330.0 - -

中粒　　 ナンブシロメ　　　　 825.0 - -
  その他 165.0 - -

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 1,320.0 - -
中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 2,655.0 - -
大粒　　 タンレイ　　　　　　 330.0 - -
大粒　　 タチナガハ　　　　　 1,155.0 - -

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 1,650.0 - -
中粒　　 リュウホウ　　　　　 330.0 - -
中粒　　 すずさやか　　　　　 165.0 - -

山形　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 660.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 825.0 - -
中粒　　 タチユタカ　　　　　 825.0 - -

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 825.0 330.0 5,920
中粒　　 タチナガハ　　　　　 165.0 - -

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 1,980.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 990.0 - -

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 2,640.0 - -
群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 335.0 330.0 6,120

中粒　　 タチナガハ　　　　　 289.0 - -
  その他 36.0 - -

埼玉　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 330.0 6,985
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 2,310.0 - -

中粒　　 エンレイ　　　　　　 4,455.0 - -
富山　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 495.0 - -

中粒　　 オオツル　　　　　　 166.5 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 17,325.0 825.0 6,530
中粒　　 エンレイ　　　　　　 10,560.0 2,970.0 6,074
  その他 660.0 165.0 5,910

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 5,280.0 165.0 6,200
中粒　　 エンレイ　　　　　　 2,145.0 660.0 6,173
  その他 165.0 165.0 5,910

福井　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 3,465.0 330.0 6,350
中粒　　 エンレイ　　　　　　 1,815.0 330.0 6,320
  その他 660.0 - -

長野　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 2,310.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 1,980.0 - -
  その他 3,465.0 - -

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 506.0 341.0 7,103
中粒　　 フクユタカ　　　　　 628.0 328.5 7,181
  その他 85.0 - -

静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 330.0 6,300
中粒　　 フクユタカ　　　　　 495.0 330.0 6,100

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 1,244.0 1,079.0 8,357
中粒　　 フクユタカ　　　　　 2,242.5 1,510.0 7,689
  その他 1,935.5 1,605.5 6,517

三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 491.5 491.5 6,983
  その他 165.0 165.0 6,130
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 2,475.0 330.0 6,565
中粒　　 オオツル　　　　　　 990.0 - -
大粒　　 タマホマレ　　　　　 165.0 165.0 6,700
中粒　　 タマホマレ　　　　　 660.0 165.0 6,400
大粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 165.0 6,820
中粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 330.0 6,680
  その他 1,508.0 495.0 5,933

兵庫　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 660.0 - -
大粒　　 夢さよう　　　　　　 2,145.0 - -

奈良　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 160.0 160.0 6,830
鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 1,650.0 - -
島根　　　 中粒　　 タマホマレ　　　　　 990.0 - -

大粒　　 サチユタカ　　　　　 166.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 2,145.0 165.0 5,800
中粒　　 フクユタカ　　　　　 495.0 - -

岡山　　　 中粒　　 トヨシロメ　　　　　 1,485.0 - -
大粒　　 サチユタカ　　　　　 990.0 330.0 6,475

広島　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 2,640.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 660.0 - -

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 2,309.0 990.0 6,610
中粒　　 サチユタカ　　　　　 1,982.0 - -

愛媛　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 28.5 - -
  その他 136.5 - -

大分　　　 中粒　　 エルスター　　　　　 165.0 - -
宮崎　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,200

中粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 330.0 6,000
鹿児島　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,560

　　　　全国 119,847.0 21,155.5 6,412
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