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3月6日11：03：37 20分 常盤 りんご 608 V-5 不検出＜22.3 ＜22.3 不検出＜11.1 ＜11.1 不検出＜11.2 ＜11.2 長野県
3月6日10：41：35 20分 いずみだい ブロッコリー 581 V-5 不検出＜23.8 ＜23.8 不検出＜11.6 ＜11.6 不検出＜12.2 ＜12.2 埼玉県
3月6日10：18：55 20分 秋津 ほうれん草 598 V-5 不検出＜23.4 ＜23.4 不検出＜11.5 ＜11.5 不検出＜11.9 ＜11.9 群馬県
2月14日11：01：03 20分 木島 長ねぎ 577 V-5 不検出＜23.9 ＜23.9 不検出＜11.9 ＜11.9 不検出＜12.0 ＜12.0 群馬県
2月14日10：39：07 20分 あきは 白菜 580 V-5 不検出＜23.6 ＜23.6 不検出＜11.8 ＜11.8 不検出＜11.8 ＜11.8 群馬県
2月14日10：16：51 20分 しろやま 大根 589 V-5 不検出＜23.1 ＜23.1 不検出＜11.4 ＜11.4 不検出＜11.7 ＜11.7 神奈川県
1月16日11：00：33 20分 しらかば 人参 609 V-5 不検出＜22.3 ＜22.3 不検出＜11.1 ＜11.1 不検出＜11.2 ＜11.2 千葉県
1月16日10：38：41 20分 とがり さつまいも 620 V-5 不検出＜22.0 ＜22.0 不検出＜11.0 ＜11.0 不検出＜11.0 ＜11.0 千葉県
1月16日10：16：28 20分 瑞穂 りんご 619 V-5 不検出＜21.7 ＜21.7 不検出＜10.8 ＜10.8 不検出＜10.9 ＜10.9 長野県
12月12日11：06： 20分 めぐみ 大根 564 V-5 不検出＜23.9 ＜23.9 不検出＜12.1 ＜12.1 不検出＜11.8 ＜11.8 千葉県
12月12日10：43： 20分 常盤 里芋 580 V-5 不検出＜23.7 ＜23.7 不検出＜11.7 ＜11.7 不検出＜12.0 ＜12.0 長野県
12月12日10：20： 20分 いずみだい 人参 618 V-5 不検出＜22.0 ＜22.0 不検出＜10.9 ＜10.9 不検出＜11.1 ＜11.1 千葉県
11月14日10：34： 20分 しろやま 柿 646 V-5 不検出＜21.1 ＜21.1 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.6 ＜10.6 和歌山県
11月14日10：56： 20分 木島 水菜 603 V-5 不検出＜22.8 ＜22.8 不検出＜11.2 ＜11.2 不検出＜11.6 ＜11.6 茨城県
11月14日11：20： 20分 秋津 れんこん 627 V-5 不検出＜22.4 ＜22.4 不検出＜11.2 ＜11.2 不検出＜11.2 ＜11.2 茨城県
10月10日10：14： 20分 とがり 玉ねぎ 654 V-5 不検出＜20.6 ＜20.6 不検出＜10.4 ＜10.4 不検出＜10.2 ＜10.2 北海道
10月10日10：36： 20分 しらかば キャベツ 647 V-5 不検出＜20.8 ＜20.8 不検出＜10.6 ＜10.6 不検出＜10.2 ＜10.2 長野県
10月10日10：58： 20分 あきは きゅうり 641 V-5 不検出＜21.2 ＜21.2 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.7 ＜10.7 長野県
9月12日10：16：56 20分 めぐみ じゃがいも 573 V-5 不検出＜23.9 ＜23.9 不検出＜12.0 ＜12.0 不検出＜11.9 ＜11.9 北海道
9月12日10：39：27 20分 常盤 キャベツ 655 V-5 不検出＜21.2 ＜21.2 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.7 ＜10.7 長野県
9月12日11：01：20 20分 瑞穂 人参 595 V-5 不検出＜23.0 ＜23.0 不検出＜11.3 ＜11.3 不検出＜11.7 ＜11.7 北海道
8月21日10：11：56 20分 木島 ピーマン 620 V-5 不検出＜21.6 ＜21.6 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜11.1 ＜11.1 長野県
8月21日10：34：58 20分 秋津 レタス 638 V-5 不検出＜21.2 ＜21.2 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.7 ＜10.7 長野県
8月21日11：02：36 25分 いずみだい とうもろこし 553 V-5 不検出＜21.9 ＜21.9 不検出＜11.0 ＜11.0 不検出＜10.9 ＜10.9 長野県
7月19日10：12：22 20分 しらかば きゅうり 640 V-5 不検出＜21.3 ＜21.3 不検出＜10.7 ＜10.7 不検出＜10.6 ＜10.6 長野県
7月19日10：39：56 25分 しろやま 人参 534 V-5 不検出＜22.6 ＜22.6 不検出＜11.3 ＜11.3 不検出＜11.3 ＜11.3 青森県
7月19日11：02：10 20分 あきは ﾓﾛｯｺｲﾝｹﾞﾝ 646 V-5 不検出＜21.4 ＜21.4 不検出＜10.4 ＜10.4 不検出＜11.0 ＜11.0 長野県
6月12日10：14：10 25分 めぐみ にんじん 534 V-5 不検出＜22.6 ＜22.6 不検出＜11.2 ＜11.2 不検出＜11.4 ＜11.4 埼玉県
6月12日10：36：43 20分 瑞穂 にら 655 V-5 不検出＜21.1 ＜21.1 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.6 ＜10.6 群馬県
6月12日10：59：05 20分 とがり レタス 646 V-5 不検出＜20.9 ＜20.9 不検出＜10.5 ＜10.5 不検出＜10.4 ＜10.4 長野県
5月23日10：05：51 20分 秋津 玉ねぎ 626 V-5 不検出＜21.6 ＜21.6 不検出＜10.7 ＜10.7 不検出＜10.9 ＜10.9 佐賀県
5月23日10：28：15 20分 いずみだい キャベツ 580 V-5 不検出＜23.1 ＜23.1 不検出＜11.8 ＜11.8 不検出＜11.3 ＜11.3 神奈川県
5月23日10：50：42 20分 常盤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 576 V-5 不検出＜23.9 ＜23.9 不検出＜12.0 ＜12.0 不検出＜11.9 ＜11.9 長野県
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平成２５年度放射性物質検査結果

Cs-134+Cs-137 Cs-137 Cs-134
備考測定日時


