
  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  
         類 削除   
           新規  
           新規  
          追加  
   栽培 追加   
   白絹病 新規   
              新規  
          追加  
            新規  
      類 成虫 角型体型 新規  
          病 追加  
           新規  
   雪害 新規  
   炭疽病 追加  
       類 追加  
          新規  
              追加  
    鳥害 新規  
       害 追加  
        病 追加  
    綿腐病 追加  
   栽培 新規  
           追加  
             追加  
           新規  
   栽培 新規   
       類 新規  
           追加  
       新規  
          追加  
     新規  
      類 追加   
  軟腐病 新規  
  裂根 新規  
    青  病 新規  
        病 追加  
    奇形果 新規  
           追加  
            新規  
        病 追加  
      黒腐病 追加  
    類           新規   
韓国        病 新規  
韓国           新規  
韓国    栽培 新規   
韓国        病 新規  
韓国    綿腐病 新規  
          新規  
         新規  
    双子果 新規  
    落下傘葉 追加  
     栽培 新規  
            新規  
      栽培 新規  



        病 削除   
   栽培 追加  
            新規  
          追加  
             追加  
    抽苔 追加  
  栽培 新規   
     栽培 新規   
           新規  
     干害 新奇  
            新規  
     細菌性軟腐病 追加  
     白星病 新規  
     白紋羽病 新規   
             新規  
     炭腐病 追加  
             追加  
         新規  
             追加  
     軟腐病 追加   
             追加  
雑草       追加  
雑草       新規  
雑草          新規  
雑草          追加  
雑草         新規   
雑草     追加  
雑草      新規   
雑草       新規  
雑草         新規  
雑草     新規  
雑草        新規  
雑草      新規  
雑草      樹木 新規  
雑草      新規   
雑草       追加  
雑草     追加  
雑草        新規   
雑草     新規  
雑草     新規  
雑草        新規  
雑草      新規  
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  
雑草    新規  
雑草          新規   
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     新規  



雑草     新規   
雑草      追加  
雑草      新規  
雑草         追加  
雑草       新規  
雑草        追加  
雑草    新規  
雑草    新規   
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    追加  
雑草             新規  
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      新規  
雑草      追加  
雑草       追加  
雑草      新規  
雑草     新規  
雑草          新規  
雑草            追加  
雑草         追加  
雑草         新規  
雑草      新規  
雑草      新規  
雑草     新規  
雑草       新規  
雑草          新規  
    茎腐病 追加  
        病 追加  
          病 追加  
      褐斑病 追加  
      茎  病 新規   
      栽培 追加  
          病 新規  
            新規  
            新規  
     栽培 追加  
             追加  
             新規  
     灰色  病 新規  
            追加  
            追加  
          追加  
           追加  
        新規  
               新規   
                 新規   
     亀 甲症    病 一症状 新規   
     乾腐病 進展 追加  
       新規  
             追加  



     軟腐病 追加  
     花 追加  
           追加  
     品種 追加  
     粉状   病 削除    
     変形  追加  
              追加  
     緑化  追加  
     栽培 追加  
       栽培 新規  
       鳥害 新規  
    栽培 追加  
           追加  
     病 追加  
        追加  
    炭疽病 新規   
             新規  
  栽培 追加  
    葉枯病 追加   
            追加  
          追加  
         追加  
    岐根 追加  
            追加  
           新規  
    裂根 追加  
       栽培 新規   
          追加  
   黒豆栽培 新規   
   栽培 追加  
           黒色型幼虫 新規  
             新規  
  栽培 新規  
      栽培 追加  
天敵      類 昆虫疫病菌 追加  
天敵     追加  
天敵    目      類 追加  
天敵             類 追加  
天敵    目 白   病 新規   
天敵    目 緑   病 削除   
天敵           新規  
         追加  
          追加  
    栽培 追加  
    日焼 果 追加  
      収穫遅 新規  
           新規  
   疫病 露地 追加   
         追加  
          新規  
   高塩類障害 新規  
   白  腐 新規  
   雪害 新規  
          新規  
           新規  
          新規  
  褐色腐敗病 追加  
          新規   
              新規  
            追加  



  天狗果 新規  
     類 褐色 削除   
          追加  
   栽培 新規   
        病 追加  
         新規  
        類 新規  
    綿腐病 新規  
  栽培 追加   
  白色疫病 新規  
  花 飛来  昆虫 新規  
         新規  
    岐根 追加  
      腐病 新規  
             類 新規  
    栽培 追加  
   白色疫病 新規  
             新規  
    根  病 苗発病 新規  
            新規  
         新規  
   栽培 新規  
           新規  
       病 新規  
        新規  
           新規  
      識別方法 新規   
    疫病 追加  
          追加  
    栽培 追加  
    白絹病 追加  
      腐病 追加  
               新規  
            追加  
    斑点細菌病 新規   
            追加  
            新規   
     栽培 新規  
     炭疽病 新規  
           追加  
        新規  
  栽培 追加   
      病 新規  
     栽培 追加  
             追加  
      苗      新規  
      花蕾異常 新規  
              削除   
               新規   
          新規  
   栽培 新規   
           新規  
   斑点病 新規   
               追加  
              新規  
         新規  
            新規   
       病 追加  
     疫病 露地 新規  
           追加  



            追加  
     栽培 追加  
     新規   
     麦栽培 追加  
  六条大麦栽培 新規   
木材        新規  
     栽培 追加   
         類 新規  
    青  病 新規   
          新規  
    干害 新規  
    細菌性軟腐病 新規  
    栽培 追加  
            新規   
         新規  
野菜         産子 新規  
           新規  
         栽培 新規   
             新規  
     褐斑病 新規  
     栽培 新規   
     斑点病 新規  
          追加  
     大粒種栽培 新規   
           追加  
                 追加  
   栽培 新規   
         追加  
    栽培 追加  
           新規  
              新規  
          新規   
       類 削除  
            新規  
        追加  
       類 新規  
       栽培 新規   
         新規  
         栽培 追加   
       栽培 新規  
    栽培 追加  
    抽苔 新規  
        新規  
  栽培 新規   
        新規   

合計       


