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界たけのこ 江戸崎 検出せず <13.50 52.40 80.10 132.50

原木しいたけ 椎塚 検出せず <7.84 検出せず <13.50 検出せず <12.60 検出せず <26.1
たけのこ 椎塚 検出せず <7.49 8.91 17.20 26.11
たけのこ 月出里 検出せず <7.51 10.30 21.00 31.30
たけのこ 四箇 検出せず <10.20 27.90 40.50 68.40

原木しいたけ 松山 検出せず <7.48 10.80 15.60 26.40
白米 釜井 検出せず <6.17 検出せず <10.50 検出せず <9.64 検出せず <20.1
フキ 浮島 検出せず <6.56 検出せず <11.70 検出せず <10.40 検出せず <22.1

たけのこ（ゆで） 小角 検出せず <9.50 検出せず <6.99 検出せず <6.98 検出せず <14.0
こんにゃく 高田 検出せず <6.59 検出せず <11.00 検出せず <10.20 検出せず <21.2
よもぎ 高田 検出せず <13.30 検出せず <23.00 検出せず <20.90 検出せず <43.9
フキ 浮島 検出せず <9.03 検出せず <15.30 検出せず <14.10 検出せず <29.4

たけのこ 江戸崎甲 検出せず <8.82 18.20 38.50 56.70
たけのこ 角崎 検出せず <8.88 13.30 27.60 40.90
たけのこ 寺内 検出せず <8.03 検出せず <14.70 21.40 21.40
たけのこ 市崎 検出せず <7.53 検出せず <8.38 13.60 13.60
たけのこ 佐倉 検出せず <8.71 12.60 24.50 37.10

たけのこ（ゆで） 佐倉 検出せず <7.91 9.68 15.20 24.88
たけのこ 上君山 検出せず <12.50 20.70 33.90 54.60
たけのこ 犬塚 検出せず <7.49 9.93 17.80 27.73

たけのこ（ゆで） 月出里 検出せず <6.86 7.19 16.20 23.39
たけのこ 月出里 検出せず <9.37 19.80 36.00 55.80
たけのこ 高田 検出せず <9.02 16.30 31.90 48.20
ぜんまい 香取市 検出せず <13.20 38.40 77.60 116.00
たけのこ 高田 検出せず <8.50 20.70 35.90 56.60
たけのこ 伊佐津 検出せず <7.72 7.93 16.20 24.13

原木しいたけ 羽賀 検出せず <14.20 66.90 116.00 182.90
たけのこ（ゆで） 江戸崎 検出せず <10.70 44.40 72.70 117.10
たけのこ（ゆで） 江戸崎 検出せず <6.65 検出せず <7.10 14.30 14.30
たけのこ 旭市 検出せず <8.16 検出せず <14.80 14.30 14.30

たけのこ（ゆで） 福田 検出せず <6.83 検出せず <11.70 検出せず <5.66 検出せず <17.4
たけのこ 椎塚 検出せず <9.12 検出せず <16.00 20.00 20.00

たけのこ（ゆで） 沼田 検出せず <7.72 20.40 23.60 44.00
たけのこ 阿見町 検出せず <6.84 検出せず <11.80 検出せず <11.00 検出せず <22.8
フキ 浮島 検出せず <7.01 検出せず <12.10 検出せず <10.80 検出せず <22.9
ごぼう 水戸市 検出せず <8.52 検出せず <15.10 検出せず <13.70 検出せず <28.8
たけのこ 江戸崎 検出せず <8.71 検出せず <8.97 19.20 19.20

たけのこ（ゆで） 浮島 検出せず <5.78 検出せず <10.10 6.01 6.01
フキ 浮島 検出せず <8.77 検出せず <15.50 検出せず <14.30 検出せず <29.8

たけのこ 上君山 検出せず <8.95 17.20 32.30 49.50
フキ 浮島 検出せず <7.69 検出せず <13.60 検出せず <12.10 検出せず <25.7

たけのこ 松山 検出せず <8.58 15.10 38.00 53.10
にんじん 鉾田市 検出せず <6.90 検出せず <11.80 検出せず <10.50 検出せず <22.3
メロン 鉾田市 検出せず <6.62 検出せず <11.20 検出せず <10.30 検出せず <21.5
フキ 阿波 検出せず <5.81 検出せず <9.64 検出せず <8.91 検出せず <18.6

たけのこ 四箇 検出せず <7.27 10.50 14.50 25.00
鶏糞たい肥 稲敷市 検出せず <13.20 検出せず <21.80 検出せず <18.90 検出せず <40.7
たけのこ 阿波崎 検出せず <8.47 18.00 31.60 49.60

5月1日 水 フキ 中山 検出せず <8.50 検出せず <14.70 検出せず <13.50 検出せず <28.2
レタス 角崎 検出せず <8.09 検出せず <14.10 検出せず <12.50 検出せず <26.6

ほうれん草 角崎 検出せず <8.46 検出せず <14.40 検出せず <13.10 検出せず <27.5
5月27日 月 梅 佐倉 検出せず <17.70 検出せず <30.90 検出せず <18.20 検出せず <49.1
5月30日 木 南瓜 沼田 検出せず <6.49 検出せず <11.30 検出せず <10.10 検出せず <21.4
6月11日 火 ブルーベリー 神宮寺 検出せず <7.16 検出せず <12.40 検出せず <11.20 検出せず <23.6

ブルーベリー 上根本 検出せず <6.48 検出せず <11.30 検出せず <10.50 検出せず <21.8
トマト（中玉） 下根本 検出せず <6.86 検出せず <11.90 検出せず <10.90 検出せず <22.8
トマト（大玉） 下根本 検出せず <5.60 検出せず <10.00 検出せず <9.17 検出せず <19.2
きんかん 岡飯出 検出せず <6.37 検出せず <11.20 検出せず <10.40 検出せず <21.6

6月21日 金 じゃがいも 下馬渡 検出せず <5.54 検出せず <10.10 検出せず <8.92 検出せず <19.0
6月26日 水 じゃがいも 江戸崎 検出せず <6.16 検出せず <10.60 検出せず <9.51 検出せず <20.1

ねぎ 下根本 検出せず <7.48 検出せず <12.70 検出せず <11.50 検出せず <24.2
きゅうり 下根本 検出せず <6.12 検出せず <10.60 検出せず <9.62 検出せず <20.2
じゃがいも 下根本 検出せず <5.84 検出せず <9.93 検出せず <8.94 検出せず <18.9
れんこん 浮島 検出せず <6.26 検出せず <11.50 検出せず <10.20 検出せず <21.7
梅ジュース 高田 検出せず <6.10 検出せず <10.00 検出せず <9.25 検出せず <19.3

8月1日 木 ブドウ 下君山 検出せず <6.60 検出せず <10.40 検出せず <11.60 検出せず <22.0
8月12日 月 水 江戸崎 検出せず <6.67 検出せず <10.80 検出せず <9.91 検出せず <20.7
8月15日 木 南瓜 寺内 検出せず <6.55 検出せず <11.70 検出せず <10.30 検出せず <22.0
8月26日 月 稲わら 上須田 検出せず <104.00 検出せず <183.00 検出せず <165.00 検出せず <348.0

銀杏 江戸崎 検出せず <6.76 検出せず <7.16 8.00 8.00
白米 須賀津 検出せず <6.00 検出せず <10.50 検出せず <9.36 検出せず <19.9

玄米（ミルキークイーン） 下根本 検出せず <6.79 検出せず <11.90 検出せず <10.70 検出せず <22.6
玄米（ゆめひたち） 下根本 検出せず <6.61 検出せず <11.50 検出せず <10.50 検出せず <22.0
玄米（コシヒカリ） 下根本 検出せず <7.41 検出せず <12.60 検出せず <11.20 検出せず <23.8
玄米（コシヒカリ） 下根本 検出せず <6.48 検出せず <11.40 検出せず <10.20 検出せず <21.6
玄米（コシヒカリ） 下根本 検出せず <6.99 検出せず <12.50 検出せず <6.61 検出せず <19.1

10月3日 木 栗 高田 検出せず <8.62 検出せず <15.70 検出せず <14.50 検出せず <30.2
川えび 新利根川下流 検出せず <11.50 11.20 16.60 27.80
玄米 青森市 検出せず <6.60 検出せず <11.50 検出せず <9.95 検出せず <21.5
白米 松山 検出せず <6.58 検出せず <11.50 検出せず <10.80 検出せず <22.3
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10月24日 木 原木しいたけ 村田 検出せず <10.80 34.90 84.60 119.50
10月25日 金 原木しいたけ 四箇 検出せず <12.10 42.20 102.00 144.20

原木しいたけ 羽賀 検出せず <12.30 58.10 119.00 177.10
原木しいたけ 神宮寺 検出せず <9.75 29.40 59.10 88.50

ネギ 八筋川 検出せず <7.42 検出せず <12.40 検出せず <11.30 検出せず <23.7
原木しいたけ 岡飯出 検出せず <11.90 52.90 121.00 173.90

10月31日 木 原木しいたけ 須賀津 検出せず <11.50 44.20 104.00 148.20
白米 稲波 検出せず <7.05 検出せず <12.40 検出せず <11.30 検出せず <23.7

原木しいたけ 犬塚 検出せず <13.10 39.30 68.50 107.80
はつたけ 千葉県滑川 検出せず <9.37 22.90 49.00 71.90
玄米 須賀津 検出せず <6.54 検出せず <11.50 検出せず <10.20 検出せず <21.7

11月14日 木 ゆず 松山 検出せず <6.27 検出せず <11.20 検出せず <10.30 検出せず <21.5
ヒラタケ 羽賀 検出せず <7.09 検出せず <7.04 14.30 14.30
川えび 利根川 検出せず <10.80 10.80 検出せず <17.50 10.80

11月18日 月 ヒラタケ 岡飯出 検出せず <6.68 検出せず <6.77 8.90 8.90
11月21日 木 たい肥 美浦村 検出せず <8.70 検出せず <14.90 検出せず <13.40 検出せず <28.3

キウイ 羽賀 検出せず <6.37 検出せず <11.00 検出せず <10.00 検出せず <21.0
猪肉 つくば 検出せず <11.50 46.40 102.00 148.40

ほうれん草 江戸崎甲 検出せず <8.12 検出せず <13.90 検出せず <12.30 検出せず <26.2
白菜 江戸崎甲 検出せず <6.64 検出せず <11.30 検出せず <10.10 検出せず <21.4

12月2日 月 猪肉 つくば 検出せず <8.19 15.00 34.00 49.00
12月16日 月 ゆず 市崎 検出せず <6.15 検出せず <10.90 6.94 6.94

土（田） 柴崎 検出せず <11.40 36.30 94.70 131.00
土（畑１） 柴崎 検出せず <13.40 53.30 142.00 195.30
土（畑２） 柴崎 検出せず <10.30 32.50 78.60 111.10
土（畑３） 柴崎 検出せず <12.10 48.00 122.00 170.00

2月14日 金 原木しいたけ 岡飯出 検出せず <16.20 102.00 247.00 349.00
3月17日 月 原木しいたけ 高田 検出せず <14.30 73.20 170.00 243.20
3月19日 水 原木しいたけ 四箇 検出せず <15.30 76.40 216.00 292.40
3月20日 木 原木しいたけ 駒塚 検出せず <12.80 54.50 122.00 176.50

ほうれん草 角崎 検出せず <7.35 検出せず <12.30 検出せず <11.20 検出せず <23.5
高菜 角崎 検出せず <6.63 検出せず <11.20 検出せず <10.30 検出せず <21.5
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10月28日 月


