
症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考 症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

108710 20 男 瀬戸市 軽症 再感染 108740 40 女 江南市 軽症

108711 60 男 瀬戸市 なし 108741 10 女 清須市 中等症

108712 60 男 瀬戸市 軽症 108742 20 女 稲沢市 軽症

108713 70 男 尾張旭市 軽症 108743 40 男 稲沢市 軽症

108714 20 女 尾張旭市 軽症 108744 10 女 清須市 軽症

108715 60 男 尾張旭市 軽症 108745 30 男 清須市 軽症

108716 40 女 日進市 軽症 108746 30 男 北名古屋市 軽症

108717 10 男 日進市 軽症 108747 20 女 稲沢市 軽症

108718 20 男 日進市 軽症 108748 10 男 稲沢市 軽症

108719 20 男 長久手市 軽症 108749 20 男 稲沢市 軽症

108720 70 女 東郷町 軽症 108750 10未満 男 稲沢市 なし

108721 10未満 男 春日井市 軽症 108751 20 男 稲沢市 軽症

108722 20 男 春日井市 軽症 108752 20 男 稲沢市 軽症

108723 50 女 春日井市 軽症 108753 30 男 愛西市 軽症

108724 10未満 女 春日井市 軽症 108754 10 女 大治町 軽症

108725 10 女 春日井市 軽症 108755 10未満 女 愛西市 軽症

108726 10 女 春日井市 軽症 108756 90 女 津島市 軽症

108727 50 女 小牧市 軽症 108757 90 女 津島市 軽症

108728 50 女 小牧市 軽症 108758 90 女 津島市 軽症

108729 10 男 小牧市 軽症 再感染 108759 80 女 津島市 軽症

108730 50 女 小牧市 なし 108760 100 女 津島市 軽症

108731 10未満 男 小牧市 なし 108761 70 女 津島市 軽症

108732 60 男 小牧市 なし 108762 80 男 津島市 軽症

108733 10 女 小牧市 軽症 108763 80 女 津島市 軽症

108734 10 女 小牧市 軽症 108764 80 女 津島市 軽症

108735 10 男 沖縄県 軽症 108765 30 男 弥富市 軽症

108736 40 女 岩倉市 軽症 108766 50 男 弥富市 軽症

108737 20 男 犬山市 軽症 108767 10 男 あま市 軽症

108738 10 男 江南市 なし 108768 10未満 女 蟹江町 軽症

108739 70 男 扶桑町 軽症 108769 50 女 愛西市 軽症



症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考 症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

108770 20 男 三重県 軽症 108800 20 男 知立市 軽症

108771 30 女 東浦町 軽症 108801 30 女 高浜市 軽症

108772 30 男 東浦町 なし 108802 10 女 高浜市 軽症

108773 70 女 阿久比町 なし 108803 50 女 高浜市 軽症

108774 80 男 東浦町 軽症 108804 20 男 高浜市 軽症

108775 40 男 東浦町 軽症 108805 10未満 女 高浜市 軽症

108776 20 男 常滑市 軽症 108806 20 男 碧南市 軽症

108777 60 男 常滑市 軽症 108807 30 男 碧南市 軽症

108778 20 女 常滑市 軽症 108808 50 男 刈谷市 軽症

108779 70 男 東海市 中等症 108809 10 男 知立市 軽症

108780 20 男 東海市 軽症 108810 30 女 安城市 軽症

108781 10未満 男 大府市 軽症 108811 20 女 碧南市 中等症

108782 50 男 知多市 軽症 108812 40 女 西尾市 軽症

108783 10未満 女 知多市 軽症 108813 10未満 女 西尾市 なし

108784 20 女 知多市 軽症 108814 40 男 西尾市 軽症

108785 70 女 安城市 軽症 108815 40 男 西尾市 軽症

108786 20 女 みよし市 軽症 108816 40 女 西尾市 軽症

108787 20 女 みよし市 軽症 108817 70 女 西尾市 軽症

108788 10 男 高浜市 軽症 108818 20 男 西尾市 軽症

108789 30 女 安城市 軽症 108819 40 女 西尾市 なし

108790 10 女 知立市 軽症 108820 10未満 男 西尾市 なし

108791 40 女 知立市 軽症 108821 20 女 西尾市 なし 再感染

108792 10 男 碧南市 軽症 108822 50 女 西尾市 軽症

108793 20 女 安城市 軽症 108823 30 男 西尾市 軽症

108794 20 男 安城市 軽症 108824 40 男 蒲郡市 軽症

108795 40 女 安城市 軽症 108825 30 男 豊川市 軽症

108796 30 男 安城市 軽症 108826 40 女 豊川市 軽症

108797 20 女 刈谷市 軽症 108827 20 男 豊川市 なし

108798 50 男 高浜市 軽症 108828 50 女 蒲郡市 軽症

108799 40 女 知立市 軽症 108829 40 男 蒲郡市 軽症



症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

108830 20 男 蒲郡市 軽症

108831 10 女 蒲郡市 なし

108832 20 女 蒲郡市 軽症

108833 50 女 蒲郡市 軽症


