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53641 10 男 瀬戸市 軽症 53671 20 男 稲沢市 軽症

53642 40 女 尾張旭市 なし あり 53672 20 男 稲沢市 軽症

53643 20 男 尾張旭市 軽症 53673 50 女 稲沢市 軽症 あり

53644 50 男 豊明市 軽症 あり 53674 30 男 清須市 軽症

53645 50 男 日進市 中等症 53675 20 男 稲沢市 軽症

53646 50 女 長久手市 軽症 53676 40 男 清須市 軽症 あり

53647 40 男 長久手市 軽症 53677 30 男 北名古屋市 軽症

53648 50 女 東郷町 なし あり 53678 20 男 北名古屋市 軽症

53649 80 男 東郷町 中等症 53679 30 女 清須市 中等症

53650 40 男 東郷町 軽症 53680 20 男 北名古屋市 軽症

53651 20 男 東郷町 軽症 53681 30 女 北名古屋市 軽症 あり

53652 10 男 春日井市 軽症 53682 20 男 北名古屋市 なし

53653 50 男 春日井市 なし 53683 20 女 弥富市 軽症 あり

53654 50 男 春日井市 軽症 あり 53684 50 女 津島市 軽症 あり

53655 10未満 男 春日井市 軽症 あり 53685 20 女 弥富市 軽症 あり

53656 10 男 春日井市 軽症 あり 53686 50 男 あま市 軽症

53657 40 女 春日井市 なし あり 53687 10 男 大治町 軽症

53658 20 女 春日井市 軽症 53688 20 男 津島市 軽症 あり

53659 30 男 春日井市 軽症 あり 53689 20 女 弥富市 軽症

53660 40 女 春日井市 軽症 53690 30 女 津島市 軽症

53661 20 女 小牧市 軽症 53691 40 男 大治町 軽症 あり

53662 40 女 小牧市 軽症 53692 10未満 男 阿久比町 軽症 あり

53663 20 男 小牧市 軽症 53693 20 男 美浜町 軽症 あり

53664 40 男 江南市 中等症 あり 53694 50 女 南知多町 軽症

53665 20 男 江南市 軽症 53695 20 女 常滑市 軽症

53666 50 男 江南市 軽症 53696 50 女 常滑市 軽症 あり

53667 20 男 犬山市 軽症 53697 20 男 常滑市 軽症

53668 10 女 大口町 軽症 53698 50 女 東海市 軽症 あり

53669 20 男 犬山市 軽症 53699 40 男 東海市 軽症

53670 20 男 稲沢市 軽症 53700 20 男 大府市 軽症
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53701 30 男 大府市 軽症 53731 20 男 豊川市 軽症 あり

53702 20 女 大府市 軽症 53732 40 女 豊川市 軽症 あり

53703 20 女 大府市 軽症 53733 20 女 豊川市 なし あり

53704 40 男 大府市 軽症 53734 40 女 豊川市 なし あり

53705 30 男 碧南市 なし あり 53735 50 女 蒲郡市 軽症 あり

53706 10 男 安城市 軽症 53736 50 男 蒲郡市 中等症

53707 10 男 刈谷市 軽症 53737 80 女 蒲郡市 中等症 あり

53708 20 男 知立市 軽症 53738 80 女 蒲郡市 なし あり

53709 20 男 安城市 軽症

53710 30 女 安城市 軽症

53711 30 女 知立市 軽症

53712 20 男 刈谷市 軽症

53713 10未満 女 刈谷市 なし あり

53714 10未満 男 刈谷市 なし あり

53715 40 男 西尾市 なし あり

53716 40 女 西尾市 軽症 あり

53717 10未満 男 西尾市 軽症 あり

53718 40 女 西尾市 軽症

53719 20 男 西尾市 軽症

53720 10 男 豊川市 軽症 あり

53721 40 女 豊川市 なし あり

53722 10 女 豊川市 軽症 あり

53723 60 男 豊川市 軽症

53724 20 男 豊川市 軽症 あり

53725 70 男 蒲郡市 中等症 あり

53726 70 男 蒲郡市 中等症 あり

53727 80 女 蒲郡市 軽症 あり

53728 80 女 蒲郡市 中等症 あり

53729 40 男 豊川市 中等症 あり

53730 30 女 豊川市 軽症


