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No.27 79 3/10 野沢菜 市川三郷町 不検出 <1.57 不検出 <1.74 <3.3
78 12/16 ニンジン 市川三郷町 不検出 <1.17 不検出 <1.30 <2.5
77 12/16 ダイズ 身延町 不検出 <1.35 不検出 <1.24 <2.6
76 12/16 ユズ 富士川町 不検出 <1.10 不検出 <0.957 <2.1
75 11/25 ダイズ 北杜市 不検出 <1.11 不検出 <1.28 <2.4
74 11/25 ソバ 北杜市 不検出 <1.13 不検出 <0.911 <2.0
73 11/25 ホウレンソウ 都留市 不検出 <0.951 不検出 <1.24 <2.2
72 11/25 ナガイモ 北杜市 不検出 <0.816 不検出 <0.930 <1.7

No24 71 11/11 米 笛吹市 不検出 <0.867 不検出 <0.953 <1.8
No23 70 11/6 キウイフルーツ 市川三郷町 不検出 <1.17 不検出 <1.04 <2.2

69 10/28 米 鳴沢村 不検出 <1.38 不検出 <1.14 <2.5
68 10/28 鳴沢菜 鳴沢村 不検出 <0.821 不検出 <0.929 <1.8
67 10/28 サツマイモ 鳴沢村 不検出 <1.13 不検出 <1.27 <2.4
66 10/21 ダイコン 富士河口湖町 不検出 <0.61 不検出 <0.54 <1.2
65 10/21 カキ（加工用） 南アルプス市 不検出 <1.06 不検出 <1.04 <2.1
64 10/21 カキ（加工用） 甲州市 不検出 <1.33 不検出 <1.33 <2.7
63 10/21 カキ（生食用） 笛吹市 不検出 <0.80 不検出 <0.925 <1.7

No20 62 10/16 ヒメマス 富士河口湖町 不検出 <4.37 不検出 <3.92 <8.3
61 10/7 サトイモ 甲斐市 不検出 <1.07 不検出 <1.15 <2.2
60 10/7 米 北杜市（大泉） 不検出 <1.50 不検出 <1.14 <2.6
59 10/7 米 北杜市（小淵沢） 不検出 <1.35 不検出 <1.16 <2.5
58 10/7 米 甲斐市 不検出 <1.48 不検出 <1.76 <3.2
57 10/7 米 富士河口湖町 不検出 <1.04 不検出 <0.942 <2.0

No18 56 10/2 ヒメマス 富士河口湖町 不検出 <3.87 不検出 <3.59 <7.5
55 9/30 米 都留市 不検出 <1.32 不検出 <1.47 <2.8
54 9/30 米 北杜市（明野） 不検出 <1.49 不検出 <1.52 <3.0
53 9/30 米 北杜市（須玉） 不検出 <0.942 不検出 <1.22 <2.2
52 9/30 米 北杜市（武川） 不検出 <1.57 不検出 <1.44 <3.0
51 9/30 米 北杜市（白州） 不検出 <1.35 不検出 <1.25 <2.6
50 9/30 米 北杜市（高根） 不検出 <1.60 不検出 <1.76 <3.4
49 9/30 米 北杜市（長坂） 不検出 <1.88 不検出 <1.75 <3.6
48 9/30 米 韮崎市 不検出 <1.68 不検出 <1.62 <3.3
47 9/30 米 甲府市 不検出 <1.05 不検出 <1.24 <2.3
46 9/30 米 南アルプス市 不検出 <1.40 不検出 <1.59 <3.0
45 9/30 米 昭和町 不検出 <1.43 不検出 <1.54 <3.0
44 9/30 米 市川三郷町 不検出 <1.35 不検出 <1.66 <3.0
43 9/30 米 富士川町 不検出 <1.29 不検出 <1.80 <3.1

No16 42 9/16 ブドウ（シャインマスカット） 山梨市 不検出 <1.05 不検出 <0.861 <1.9
41 9/2 ブドウ（甲州） 甲州市 不検出 <0.807 不検出 <0.821 <1.6
40 9/2 ブドウ（ベリーA) 笛吹市 不検出 <0.926 不検出 <0.840 <1.8
39 9/2 ブドウ（甲州） 南アルプス市 不検出 <0.669 不検出 <0.676 <1.3
38 9/2 ブドウ（ベリーA) 南アルプス市 不検出 <0.809 不検出 <0.629 <1.4
37 9/2 ブドウ（甲州） 韮崎市 不検出 <0.815 不検出 <0.796 <1.6
36 9/2 ブドウ（ベリーA) 韮崎市 不検出 <0.105 不検出 <0.993 <2.0
35 8/26 キュウリ 笛吹市 不検出 <0.711 不検出 <0.950 <1.7
34 8/26 キュウリ 南アルプス市 不検出 <0.852 不検出 <0.936 <1.8
33 8/26 ブドウ（ピオーネ） 甲州市 不検出 <0.957 不検出 <0.769 <1.7
32 8/5 スイートコーン 都留市 不検出 <0.855 不検出 <0.957 <1.8
31 8/5 スイートコーン 富士河口湖町 不検出 <1.09 不検出 <0.972 <2.1
30 8/5 スイートコーン 鳴沢村 不検出 <0.972 不検出 <1.18 <2.2
29 8/5 ブドウ（巨峰） 甲府市 不検出 <0.860 不検出 <0.979 <1.8
28 8/5 リンゴ 韮崎市 不検出 <0.141 不検出 <1.32 <2.7
27 7/29 トマト 北杜市 不検出 <0.925 不検出 <0.894 <1.8
26 7/29 キャベツ 鳴沢村 不検出 <1.68 不検出 <1.49 <3.2
25 7/29 キュウリ 都留市 不検出 <1.04 不検出 <1.12 <2.2
24 7/21 大麦 韮崎市 不検出 <1.21 不検出 <1.05 <2.3
23 7/21 小麦 韮崎市 不検出 <0.882 不検出 <1.05 <1.9
22 7/15 ブドウ（デラウエア） 甲府市 不検出 <0.11 不検出 <0.83 <0.94
21 7/15 ブドウ（デラウエア） 笛吹市 不検出 <0.84 不検出 <0.85 <1.69
20 7/9 スモモ 甲州市 不検出 <0.766 不検出 <0.940 <1.7
19 7/9 スモモ 南アルプス市 不検出 <0.526 不検出 <0.674 <1.2
18 7/1 モモ 山梨市 不検出 <0.737 不検出 <0.740 <1.5
17 7/1 モモ 笛吹市 不検出 <0.850 不検出 <0.848 <1.7
16 7/1 モモ 南アルプス市 不検出 <0.908 不検出 <1.03 <1.9
15 6/25 ナス 甲府市 不検出 <0.902 不検出 <1.24 <2.1
14 6/25 ナス 中央市 不検出 <0.601 不検出 <1.22 <1.8
13 6/17 原乳 北杜市､甲斐市､中央市､山梨市 不検出 <0.708 不検出 <0.846 <1.6
12 6/17 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.749 不検出 <0.851 <1.6
11 6/17 原乳 富士河口湖町、鳴沢村 不検出 <0.912 不検出 <0.979 <1.9
10 6/10 原乳 北杜市 不検出 <0.752 不検出 <0.804 <1.6
9 6/10 原乳 北杜市 不検出 <0.643 不検出 <0.847 <1.5
8 6/10 原乳 北杜市 不検出 <0.643 不検出 <0.862 <1.5
7 6/5 スイートコーン 甲府市 不検出 <0.937 不検出 <0.941 <1.9
6 6/5 スイートコーン 市川三郷町 不検出 <1.03 不検出 <0.633 <1.7
5 6/5 レタス 富士河口湖町 不検出 <1.10 不検出 <1.27 <2.4
4 6/3 オウトウ 山梨市 不検出 <0.787 不検出 <0.881 <1.7
3 6/3 オウトウ 南アルプス市 不検出 <0.820 不検出 <0.945 <1.8

No02 2 5/13 ウメ 甲斐市 不検出 <1.19 不検出 <1.41 <2.6
No01 1 5/8 飲用茶 南部町 不検出 <0.983 不検出 <0.887 <1.9
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