
沖縄県さとうきび競作会【農家の部】年期別受賞者一覧（１）

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均ブリックス 当り可製糖量10 a

kg kg昭和 年期51/52 島袋 恒治 伊江村 １９，９９７ １７．７４％ ２，２２８

大城 正栄 大里村 １５，２３３ １８．４０ １，９８０52/53 年期

新垣 昌喜 中城村 １５，４６２ １８．７０ ２，１１１53/54 年期

蔵下 良作 伊江村 １６，７９７ １７．３０ ２，０１６54/55 年期

知念 政安 与那原町 １４，９３３ ２０．２８ １，９２６55/56 年期

本永 繁夫 多良間村 １５，７２４ １８．９３ １，８６８56/57 年期

下地 春増 多良間村 １５，４３６ １９．３６ １，８８３57/58 年期

呉屋 秀栄 中城村 １５，８５３ １８．９３ １，８８３58/59 年期

盛本 昌明 具志川村 １３，８８５ ２０．４３ １，８０６59/60 年期

大城 助二 玉城村 １５，８８４ ２０．９２ ２，１２２60/61 年期

新垣 昌喜 中城村 １６，３０９ ２０．１０ ２，０８１61/62 年期

野村 千江美 南大東村 １５，８３２ １８．４１ １，８１８62/63 年期

盛本 昌明 具志川村 １６，６５２ １９．３３ ２，０２５63/ 平成元年期

与那 永昌 具志川村 １７，６０９ １９．３９ ２，１５３平成元／２年期



沖縄県さとうきび競作会【農家の部】年期別受賞者一覧（２）

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均ブリックス 当り甘蔗糖重量10 a

kg % kg平成 夏植 稲福 徳栄 南風原町 １８，９６５ １８．８０ ２，２３４

2/3
春植 上村 松一 仲里村 １２，９６５ １９．１０ １，４４９年期

夏植 長浜 良子 石垣市 １５，０３４ １８．３５ １，７１９平成
3/4

春植 下地 廣 下地町 １１，９３１ １９．９２ １，５０６年期

株出 大城 善之助 玉城村 １３，６１８ １９．０３ １，６２７平成

春植 屋良 朝功 北中城村 １０，４７９ ２０．４４ １，３６４4/5

夏植 上原 政吉 石垣市 １３，８８０ ２１．８５ １，８８９年期

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均甘蔗糖度 当り甘蔗糖重量10 a

kg kg平成 株出 嶺井 正雄 玉城村 １３，８４６ １３．９３度 １，９２９

夏植 東風平 繁 下地町 １７，３００ １４．４０ ２，４９１5/6

春植 東山盛 キヨ 石垣市 １０，８８６ １４．２２ １，５４８年期

春植 上地 清一 下地町 １２，５５５ １４．３０ １，７９５平成

株出 中村 ミツ 東風平町 １３，５９６ １４．２０ １，９３１6/7

夏植 渡久地 政三 宜野座村 １４，７９７ １４．００ ２，０７２年期



沖縄県さとうきび競作会【農家の部】年期別受賞者一覧（３）

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均甘蔗糖度 当り甘蔗糖重量10 a

kg kg平成 夏植 嵩原 初太郎 下地町 １７，５３５ １５．２０度 ２，６６５

7/8
年期 春植 上里 浩一 上野村 １２，８６９ １４．８０ １，９０５

株出 屋富祖 正吉 東風平町 １３，４５６ １４．００ １，８８４

平成 夏植 東風平 全佑 下地町 １６，８００ １５．６０ ２，６２１

8/9
年期 春植 伊保 俊和 石垣市 １１，４８０ １５．２０ １，７４５

平成 夏植 嵩原 富三 下地町 １７，２３２ １６．２０ ２，７９２

9/10
年期 春植 池田 富蔵 下地町 １２，３３５ １６．００ ２，６１２

株出 伊保 俊和 石垣市 １２，２７９ １４．８０ ２，１６４

平成 夏植 久保田 光男 玉城村 ２２，９９１ １４．３０ ３，２８８

10/11
年期 春植 伊保 俊和 石垣市 １３，３００ １３．７０ １，８２２

株出 宮平 勇 宜野座村 １１，９２０ １５．２０ １，８１２

平成 春植 東山盛 利貞 石垣市 １１，１２０ １４．９０ １，６５７

11/12
年期 夏植 伊保 俊和 石垣市 １６，５００ １３．４０ ２，２１１

株出 中村 幸勇 東風平町 １３，２２２ １３．５０ １，７８５



沖縄県さとうきび競作会【農家の部】年期別受賞者一覧（４）

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均甘蔗糖度 当り甘蔗糖重量10 a

kg kg平成 夏植 友利 恵治 下地町 １６，４５４ １５．８０度 ２，６００

春植 村 吉三郎 石川市 ９，１７９ １５．１０ １，３８６12/13

株出 上地 清一 下地町 １３，２１７ １４．３０ １，８９０年期

夏植 勝連 栄一 上野村 １３，５９０ １５．９０ ２，１６１平成

春植 神里 幸輝 南風原町 １３，２８４ １６．５０ ２，１９２13/14

株出 知念 亀吉 具志頭村 １２，２６６ １５．２０ １，８６４年期

夏植 宜野座 仁英 糸満市 １３，６８６ １５．２０ ２，０８０平成

14/15
春植 砂川 恵信 下地町 １１，１６０ １５．００ ２，３６６年期

夏植 神谷 清浩 東風平町 ２０，６５７ １５．３０ ３，１６０平成

春植 友利 恵治 下地町 １２，５３５ １６．８０ ２，９７５15/16

株出 新垣 徳栄 中城村 １２，５９４ １４．１０ ２，１３１年期

春植 山内 栄昇 読谷村 １２，８８０ １４．８０ ２，７８１平成

16/17
夏植 上門 文徳 うるま市 １８，１２０ １３．７０ ２，４９０年期



沖縄県さとうきび競作会【農家の部】年期別受賞者一覧（５）

年 期 別 氏 名 住 所 純蔗茎収量 平均甘蔗糖度 当り甘蔗糖重量10 a

kg kg平成 夏植 神谷 福方 八重瀬町 １９，３４０ １５．５０度 ２，９９８

春植 松田 昌俊 読谷村 １３，１２０ １４．４０ ２，７８５17/18

春植 大城 宏 糸満市 １１，０８０ １５．３０ ２，４９９年期

夏植 神谷 直幸 八重瀬町 １９，４４０ １５．４０ ２，９９５平成

株出 親川 洋子 南城市 １２，２６０ １５．９０ ２，３６８18/19

夏植 勝連 栄一 宮古島市 １４，９１６ １３．５０ ２，０１４年期

株出 大城 善徳 南城市 １２，４６０ １６．３０ ２，７８９平成

夏植 山城 正喜 糸満市 １８，６６０ １４．５０ ２，６９９19/20

夏植 新垣 仁栄 中城村字 １６，９００ １５．２０ ２，５７３年期

春植 照屋 勝弘 宜野座村 １３，６４０ １７．００ ３，６８５平成

夏植 新垣 好惟 八重瀬町 ２３，７４０ １５．４０ ３，６４７20/21

春植 山内 春美 読谷村 １２，８００ １６．７０ ３，３９７年期

夏植 川満 長英 宮古島市 ２１，５４０ １６．４０ ３，５１９平成

春植 山内 武光 読谷村 １３，１００ １４．４０ ３，００６21/22

春植 宮城 清喜 南風原町 １１，７８０ １５．１０ ２，８３６年期


