
  埼玉 農作物病害虫写真集 追加           

農作物名 病害虫名 新規 追加 写真枚数 参考
                   新規   
        栽培 新規   
      巣病 追加  
          新規  
       病 追加  
          追加  
         追加  
        新規  
          追加  
   湿害 新規  
           新規   
         追加  
          追加  
                   新規   
     類             新規   
    黒  病 追加  
    灰色  病 新規  
    追加  
   貯蔵害虫         新規  
    炭疽病 新規   
            新規  
           追加  
    綿腐病 新規  
  灰星病 新規  
             新規  
    吹 果 新規  
     果 新規  
           追加  
         追加  
          追加  
      病 新規  
          追加  
  白  病 追加  
           新規  
             新規   
       新規  
       新規  
    日焼 果 新規   
         属菌   貯蔵腐敗 新規   
        追加  
    湿害 新規  
       被害 新規  
    湿害 新規  
    曲  果 追加  
    綿腐病 新規  
          新規  
                新規  
            新規  
             新規  
         巣症状 新規  
          新規  
     抽台 新規  
          新規  
   岐根 新規  
            新規  
             新規  



    黒斑病 新規  
               新規  
         追加  
             新規  
雑草     追加  
雑草      新規  
雑草      緑 舞 新規  
雑草     追加  
雑草     追加  
雑草        追加  
雑草       新規  
雑草      追加  
雑草         追加  
雑草         追加  
雑草         追加  
雑草       新規  
雑草          新規  
雑草    追加  
雑草    追加  
雑草          追加  
雑草       新規  
雑草         追加  
雑草      追加  
               追加  
            追加  
     褐斑病 新規  
     空洞  新規  
     炭疽病 新規  
         新規  
             追加  
     遠  新規  
            追加  
           被害 新規  
     裂開症 新規  
       被害 新規  
    干害 追加  
    茎腐病 新規  
              新規  
          病 追加  
          病   褐変莢 新規  
      寒害 新規  
                    新規  
           新規  
           新規  
             新規   
           新規  
          新規  
            新規  
         新規  
      類 追加  
  立枯病 新規  
      病 追加  
           新規  
         新規  
   炭疽病 新規   
          新規  
     乾腐病 追加   
     奇形  新規  
     中心空洞 新規  



     黒  病 新規   
             新規  
     夏疫病 追加  
     軟腐病 新規  
           被害 新規  
     粉状   病 追加  
           追加         訂正
          追加  
         粗皮 新規  
     緑化  新規   
     割   新規  
               新規   
       新規  
     病 新規  
   過熟果 新規  
      被害 追加  
          追加  
   綿腐病 新規  
            追加  
   黒斑病 訂正 変更    孔細菌病 訂正
           新規  
      輪紋病 追加  
         追加  
    抽台 追加  
    凍害 新規  
         新規   
    岐根 追加  
         新規   
   褐点病 追加  
          追加  
               追加  
           新規  
          追加  
         追加  
    萎縮病 追加  
    黒  病 追加  
    抽台 追加  
    貯蔵時 発芽 新規  
            追加  
      白  病 新規   
                 新規  
           新規  
               新規  
             新規  
    日焼 新規  
        病 追加  
         追加  
           葉     症状 追加  
  輪紋病 追加  
    病 新規  
    乾腐病 新規  
    抽台 追加  
       新規   
             新規   
        病 追加  
        新規  
         新規  
               新規  
      黒斑病 新規  



                 追加  
                 新規   
       追加  
           追加  
        被害 新規  
            新規   
         病 追加  
     輪紋病 追加  
     栽培 追加   
     腐敗病 新規  
            追加  
          追加  
              新規  
          新規   
               新規   
     灰色  病 追加  
           新規   
        新規   
              新規  
         新規  
          新規  
           新規  
          新規  
               新規  
     栽培 新規   
             新規  
        新規  
                新規  
     根   病 新規  
          新規  
              新規  
              新規  
   抽台 新規  
       病 新規  
          栄養    追加           訂正
        新規  
    栽培 新規  
         新規  
        病 新規  
           新規   
                追加  

合計       


