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22702 20 女 稲沢市 軽症 22732 10 男 愛西市 軽症

22703 40 女 一宮市 中等症 あり 22733 40 男 蟹江町 軽症

22704 50 女 稲沢市 軽症 あり 22734 40 女 津島市 軽症 あり

22705 50 女 一宮市 軽症 あり 22735 30 男 蟹江町 軽症

22706 10未満 女 稲沢市 なし あり 22736 10未満 男 蟹江町 軽症 あり

22707 40 男 瀬戸市 なし あり 22737 10 男 愛西市 なし あり

22708 10 女 瀬戸市 なし あり 22738 50 男 津島市 軽症 あり

22709 50 男 瀬戸市 軽症 あり 22739 80 女 弥富市 中等症 あり

22710 80 女 瀬戸市 軽症 あり 22740 50 女 津島市 軽症

22711 70 女 尾張旭市 軽症 あり 22741 50 女 あま市 軽症 あり

22712 50 男 日進市 軽症 22742 50 女 津島市 なし あり

22713 70 男 東郷町 なし あり 22743 20 男 武豊町 軽症 あり

22714 60 男 岐阜県 なし 22744 10 女 武豊町 なし

22715 90 女 春日井市 軽症 22745 20 女 大府市 軽症 あり

22716 50 女 春日井市 軽症 あり 22746 50 男 大府市 軽症 あり

22717 50 男 春日井市 軽症 22747 40 女 大府市 軽症 あり

22718 60 男 小牧市 軽症 22748 20 男 大府市 なし あり

22719 60 女 小牧市 軽症 22749 20 女 知多市 なし あり

22720 20 女 小牧市 軽症 あり 22750 50 女 知多市 軽症 あり

22721 80 女 小牧市 なし あり 22751 20 男 知多市 軽症 あり

22722 30 女 江南市 軽症 22752 30 男 知立市 なし あり

22723 20 女 江南市 軽症 あり 22753 30 男 知立市 なし あり

22724 20 男 江南市 軽症 あり 22754 30 女 知立市 なし あり

22725 70 男 江南市 軽症 あり 22755 30 女 知立市 なし あり

22726 70 女 江南市 なし あり 22756 10未満 男 知立市 なし あり

22727 20 女 扶桑町 軽症 22757 50 男 知立市 なし あり

22728 50 女 清須市 なし あり 22758 20 男 安城市 なし あり

22729 10 女 北名古屋市 なし あり 22759 20 女 刈谷市 なし あり

22730 10 女 蟹江町 軽症 22760 50 男 碧南市 軽症

22731 50 女 あま市 軽症 あり 22761 20 男 高浜市 軽症
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22762 40 男 安城市 中等症

22763 30 男 碧南市 軽症

22764 70 女 東栄町 軽症

22765 30 女 豊川市 軽症 あり

22766 40 男 豊川市 なし あり

22767 60 女 豊川市 軽症 あり

22768 30 男 豊川市 軽症

22769 30 男 豊川市 軽症 あり

22770 50 男 豊川市 なし あり

22771 40 女 蒲郡市 軽症 あり

22772 70 女 蒲郡市 軽症 あり


