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一　　齢　　用　　桑

囎＼時刻　兼一鍮三衛講宇
温度F80・0079・0079・0079・00
灘度％75・0075・0075・0075・00
魯

桑

改

十

全葉｛嚢199鼎19：91：；：II
袈」　　　　　　　　桑　　　　　ユ00　　　　　　　　63．29　　　　　42．02　　　　　30．39

全　葉騰　1認　ll：ll課　11：li

蔓｛全葉｛糞1。。引、。42。。292r）

鑑i蓬1翁　　葉｛嚢　　！ii　　　　ii　li　　叢ii　　；1：器
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囎＼時刻　＋㌦　四後1、＄　九㌦
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項目＼時刻　＋重時四後時九後時

温　度　F　　79　　8°　　78
漁　度　％　　72　7°　　75
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　　囎＼時刻　轟四後時九後時
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　漏　度　％　　7・　68　　68
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