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生殖成長に徐々に移行。必要な栄養バランスが変
わり始め、糖の必要性が増し、窒素は要らなくなる。

実を充実させるために、体の成長はあまり必要
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、
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作物のステージごとの C（糖）と N（窒素）の栄養バランス
図２

（３）生殖成長期：開花以降、実をつける時期
（２）蕾を作って開花まで
（１）栄養成長期：蕾をつけるまでの体を作る時期

