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１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10位 全国平均 順位

Ｒ２
岩手 長野 山形 青森 北海道 栃木 秋田 千葉 富山 宮城 79．7 ３位94．7 94．6 94．4 93．4 93．2 91．7 91．3 90．8 90．4 90．3 

Ｒ１
長野 岩手 栃木 山形 青森 奈良 福島 群馬 北海道 富山 73．0 ４位95．9 93．4 93．2 91．0 90．5 90．4 90．4 89．7 89．4 86．4 

Ｈ30 岩手 長野 青森 山形 福島 奈良 栃木 秋田 千葉 宮城 80．5 ４位98．1 97．0 96．5 95．1 94．7 93．9 93．5 93．0 92．0 91．8 
Ｈ29 長野　 奈良　 栃木　 千葉　 山形 岩手　 茨城　 青森　 群馬　 富山　 82．2 ５位96．3 95．6 95．1 94．8 93．5 93．4 93．2 92．8 92．5 91．5 
Ｈ28 岩手　 長野　 山形　 福島　 栃木　 青森　 奈良　 秋田　 茨城　 富山　 83．4 ３位97．9 97．2 95．4 94．9 94．4 93．7 93．6 92．3 91．4 91．4 
Ｈ27 長野　 岩手　 山形　 青森　 北海道 奈良　 富山　 秋田　 福島　 栃木　 82．4 ３位96．0 95．8 94．8 93．7 92．8 92．5 91．4 91．1 90．6 90．6 
Ｈ26 栃木　 長野　 千葉　 奈良　 山形　 岩手　 茨城　 宮城　 福島　 秋田　 81．2 ５位96．2 95．3 94．6 93．9 93．1 93．0 92．7 92．2 92．1 91．2 
Ｈ25 長野　 岩手　 山形　 宮城　 千葉　 秋田　 福島　 青森　 奈良　 茨城　 79．0 ３位96．1 95．7 95．3 93．2 93．2 91．9 91．8 91．6 90．9 90．2 
Ｈ24 岩手　 奈良　 長野　 栃木　 千葉　 北海道 福島　 山形　 福井　 茨城　 78．3 ８位94．1 93．8 93．6 93．3 91．5 90．5 88．6 88．5 88．0 87．3 
Ｈ23 長野　 福島　 岩手　 山形　 北海道 千葉　 奈良　 栃木　 秋田　 青森　 80．7 ４位96．5 95．6 94．3 93．3 92．7 91．6 91．0 91．0 90．8 88．0 
Ｈ22 千葉 長野 岩手 北海道 福井 茨城 山形 広島 福島 栃木 61．4 ７位91．2 91．0 89．5 88．2 84．7 76．5 75．6 74．7 74．1 73．2 
Ｈ21 長野 山形 秋田 埼玉 栃木 福島 岩手 奈良 茨城 千葉 85．0 ２位96．4 95．3 94．8 94．7 94．4 93．7 93．6 93．4 93．0 92．9 
Ｈ20 長野 山形 秋田 千葉 奈良 栃木 岩手 福島 埼玉 茨城 79．5 ２位95．7 94．6 94．4 93．2 93．0 92．3 91．2 91．2 90．3 89．8 
Ｈ19 長野 山形 千葉 秋田 福島 岩手 栃木 北海道 奈良 宮城 79．4 ２位94．0 93．1 92．7 92．5 92．3 91．4 91．2 90．9 90．8 89．6 
Ｈ18 栃木 長野 福島 岩手 秋田 山形 埼玉 千葉 茨城 山梨 78．2 ６位94．0 93．8 92．5 92．0 91．9 91．4 91．4 90．7 88．7 88．6 
Ｈ17 長野 栃木 山梨 奈良 岩手 秋田 山形 千葉 茨城 福島 74．6 ７位93．9 92．5 90．7 90．3 89．4 87．0 87．0 86．7 86．3 84．1 
Ｈ16 長野 栃木 千葉 奈良 福島 岩手 山梨 埼玉 北海道 茨城 70．9 12位95．2 90．9 90．1 89．6 89．0 88．8 85．8 85．4 85．1 84．9 
Ｈ15 長野 埼玉 栃木 茨城 千葉 岩手 山形 秋田 福島 福井 73．4 ７位94．3 93．0 92．5 90．9 90．7 86．4 86．1 85．2 85．2 84．7 
Ｈ14 長野 岩手 奈良 福島 山形 宮城 秋田 青森 山梨 大分 70．2 ５位93．2 89．6 89．5 87．3 85．0 84．4 79．3 79．2 77．5 76．3 
Ｈ13 長野 岩手 福島 山形 千葉 奈良 青森 秋田 北海道 山梨 75．3 ４位95．3 92．7 89．8 89．6 89．5 87．5 86．7 86．4 83．3 82．9 
Ｈ12 北海道 岩手 青森 山形 長野 福島 千葉 秋田 栃木 新潟 78．4 ４位96．2 91．6 89．3 89．0 88．9 86．9 86．5 84．2 83．7 82．6 
Ｈ11 長野 福島 栃木 千葉 山梨 北海道 青森 静岡 岩手 愛知 62．8 27位89．1 84．5 83．9 83．8 83．7 79．8 79．6 78．6 77．6 77．2 
Ｈ10 北海道 長野 茨城 福井 千葉 岩手 富山 秋田 大分 山形 78．0 10位94．4 92．8 89．6 89．2 88．3 87．9 86．9 86．5 85．8 80．7 

Ｈ９
秋田 富山 茨城 長野 福井 栃木 石川 滋賀 愛知 宮城 79．7 12位94．3 93．9 93．8 93．2 92．9 92．6 92．6 92．5 91．5 91．0 

Ｈ８
秋田 滋賀 富山 愛知 栃木 茨城 岩手 長野 宮城 山形 86．9 10位95．9 94．2 93．4 93．2 93．1 93．0 91．6 91．6 91．4 91．4 

Ｈ７
富山 宮城 秋田 栃木 福井 滋賀 長野 岩手 青森 石川 81．8 23位95．0 94．6 94．3 92．6 92．5 92．5 90．8 89．9 89．5 89．1 

Ｈ６
長野 秋田 青森 富山 岩手 滋賀 福井 北海道 京都 山梨 76．9 42位94．6 93．1 92．5 92．5 89．4 89．3 88．0 87．7 86．8 86．7 

Ｈ５
滋賀 栃木 埼玉 茨城 奈良 群馬 福井 山梨 秋田 愛知 67．0 29位93．2 92．3 91．3 90．9 90．0 89．1 87．8 87．5 86．2 83．9 

Ｈ４
秋田 富山 栃木 群馬 埼玉 滋賀 石川 福島 長野 千葉 77．2 37位93．0 91．9 91．4 90．5 90．5 90．3 88．1 87．9 87．5 86．9 

Ｈ３
滋賀 福井 富山 秋田 石川 長野 栃木 新潟 島根 京都 70．4 13位94．6 92．8 91．3 91．2 89．9 88．4 87．4 83．0 82．4 81．8 

Ｈ２
秋田 宮城 富山 福井 千葉 栃木 岩手 石川 山形 山梨 68．0 ９位91．3 90．0 88．4 86．3 84．2 84．0 83．5 82．1 81．9 81．6 

Ｈ１
宮城 滋賀 石川 秋田 福井 山形 富山 福島 長野 新潟 68．0 ６位89．1 86．0 85．6 84．6 84．6 83．9 83．0 82．0 79．6 79．2 

Ｓ63 滋賀 山梨 福井 石川 富山 秋田 岡山 新潟 佐賀 香川 63．7 14位87．1 84．4 82．8 82．5 82．4 80．5 80．5 80．2 79．6 78．9 
Ｓ62 福井 滋賀 山梨 富山 石川 栃木 秋田 茨城 長野 千葉 66．6 29位90．8 89．6 88．5 87．6 85．7 84．6 84．0 82．7 81．9 79．2 
Ｓ61 秋田 滋賀 宮城 福井 山梨 富山 鳥取 山形 福島 青森 75．6 ８位91．9 91．9 90．2 90．1 90．0 89．7 87．6 87．4 84．6 82．9 
Ｓ60 青森 宮城 滋賀 山梨 富山 秋田 茨城 鳥取 福井 熊本 72．1 20位92．1 90．1 86．9 86．6 86．0 85．6 84．5 82．3 81．0 80．9 
Ｓ59 福井 青森 宮城 滋賀 山梨 鹿児島 熊本 鳥取 栃木 富山 77．6 20位91．1 90．2 89．9 88．7 88．3 88．3 88．2 87．5 87．2 86．4 
Ｓ58 神奈川 山梨 山形 長野 福島 宮城 福井 秋田 兵庫 栃木 65．3 ３位86．8 82．6 82．5 80．6 80．2 79．1 78．5 78．2 77．3 76．2 
Ｓ57 福井 新潟 山形 長崎 石川 富山 鹿児島 宮城 滋賀 青森 65．5 ３位88．2 85．1 83．3 83．3 82．5 82．0 81．9 81．8 81．3 79．2 
Ｓ56 福井 滋賀 石川 鳥取 長崎 熊本 栃木 佐賀 神奈川 富山 62．1 34位94．0 92．5 89．5 88．2 86．2 83．8 83．2 82．7 82．3 81．9 
Ｓ55 福井 石川 新潟 宮城 栃木 山形 長崎 富山 佐賀 茨城 65．2 ６位87．8 87．5 86．3 86．0 84．6 82．6 82．2 81．7 78．9 77．8 
Ｓ54 福井 佐賀 長崎 鳥取 石川 岩手 福岡 新潟 長野 熊本 61．9 13位84．6 84．5 83．8 83．4 83．2 80．8 79．3 78．5 78．5 76．9 

注１：１）Ｓ59からＲ２は翌３月末現在
　　　２）Ｓ54からＳ58は不明

（山形県県産米ブランド推進課調べ）

20　年産別水稲うるち玄米一等米比率全国上位10都道府県
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