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40 11/30 大豆 北杜市 不検出 <1.27 不検出 <1.16 <2.4
39 11/30 ソバ 北杜市 不検出 <0.928 不検出 <1.19 <2.1
38 11/30 ナガイモ 北杜市 不検出 <0.985 不検出 <1.40 <2.4

No13 37 11/8 キウイフルーツ 市川三郷町 不検出 <0.853 不検出 <1.04 <1.9
36 10/25 ツケナ 鳴沢村 不検出 <1.29 不検出 <1.50 <2.8
35 10/25 ダイコン 富士河口湖町 不検出 <1.01 不検出 <1.05 <2.1
34 10/25 カキ 南アルプス市 不検出 <0.912 不検出 <1.06 <2.0
33 10/4 米 都留市 不検出 <0.804 不検出 <0.908 <1.7
32 10/4 米 市川三郷町 不検出 <0.824 不検出 <0.865 <1.7
31 10/4 米 北杜市 不検出 <0.606 不検出 <0.756 <1.4
30 10/4 米 韮崎市 不検出 <0.756 不検出 <0.920 <1.7
29 10/4 米 甲斐市 不検出 <0.852 不検出 <0.856 <1.7
28 10/4 米 甲府市 不検出 <0.905 不検出 <0.979 <1.9
27 9/6 ブドウ（甲州） 甲州市 不検出 <0.642 不検出 <0.668 <1.3
26 9/6 ブドウ（べーりーA） 甲州市 不検出 <0.728 不検出 <0.753 <1.5
25 8/23 キュウリ 笛吹市 不検出 <0.833 不検出 <0.835 <1.7
24 8/23 ブドウ（大粒種） 甲州市 不検出 <1.10 不検出 <1.15 <2.3
23 8/9 スイートコーン 鳴沢村 不検出 <0.900 不検出 <1.04 <1.9
22 8/9 スイートコーン 富士河口湖町 不検出 <1.07 不検出 <0.916 <2.0
21 8/9 リンゴ 韮崎市 不検出 <1.11 不検出 <1.08 <2.2
20 7/26 キャベツ 鳴沢村 不検出 <1.19 不検出 <1.16 <2.4
19 7/26 トマト 北杜市 不検出 <0.714 不検出 <0.715 <1.4
18 7/26 大麦 韮崎市 不検出 <0.988 不検出 <0.897 <1.9
17 7/26 小麦 韮崎市 不検出 <0.726 不検出 <0.981 <1.7
16 7/12 スモモ 南アルプス市 不検出 <0.828 不検出 <0.993 <1.8
15 7/12 ブドウ（小粒種） 笛吹市 不検出 <0.678 不検出 <0.919 <1.6
14 7/12 モモ 笛吹市 不検出 <0.784 不検出 <1.03 <1.8
13 6/28 ナス 中央市 不検出 <0.962 不検出 <0.866 <1.8
12 6/28 ナス 甲府市 不検出 <1.52 不検出 <1.43 <2.9
11 6/21 原乳 北杜市、甲斐市、中央市、山梨市 不検出 <0.884 不検出 <0.944 <1.8
10 6/21 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.929 不検出 <0.766 <1.7
9 6/21 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.863 不検出 <0.912 <1.8
8 6/14 原乳 北杜市 不検出 <0.705 不検出 <0.806 <1.5
7 6/14 原乳 北杜市 不検出 <0.763 不検出 <0.806 <1.6
6 6/14 原乳 北杜市 不検出 <0.875 不検出 <0.806 <1.7
5 6/7 レタス 富士河口湖町 不検出 <1.07 不検出 <1.54 <2.6
4 6/7 スイートコーン 甲府市 不検出 <0.946 不検出 <0.966 <1.9
3 6/7 オウトウ 南アルプス市 不検出 <1.07 不検出 <1.03 <2.1
2 5/10 ウメ 甲斐市 不検出 <1.41 不検出 <1.57 <3.0
1 5/10 飲用茶 南部町 不検出 <0.549 不検出 <1.01 <1.6
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