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21297 30 男 一宮市 軽症 21327 80 女 津島市 なし あり

21298 60 男 一宮市 軽症 あり 21328 30 男 大治町 軽症 あり

21299 10 女 稲沢市 軽症 あり 21329 30 女 あま市 軽症 あり

21300 10 男 一宮市 軽症 21330 70 男 愛西市 中等症

21301 50 女 一宮市 軽症 あり 21331 80 男 大治町 軽症 あり

21302 10 男 一宮市 軽症 あり 21332 70 男 津島市 中等症

21303 70 女 一宮市 軽症 あり 21333 40 女 愛西市 軽症 あり

21304 70 男 一宮市 軽症 あり 21334 60 女 武豊町 軽症 あり

21305 50 女 一宮市 なし あり 21335 20 男 武豊町 なし あり

21306 20 男 瀬戸市 軽症 あり 21336 50 女 武豊町 なし あり

21307 60 男 尾張旭市 なし あり 21337 40 男 武豊町 軽症 あり

21308 40 男 尾張旭市 軽症 あり 21338 40 男 武豊町 軽症 あり

21309 30 女 尾張旭市 なし あり 21339 60 女 東海市 軽症 あり

21310 10未満 女 尾張旭市 なし あり 21340 10 女 東海市 軽症

21311 10未満 女 尾張旭市 なし あり 21341 40 女 大府市 軽症 あり

21312 10未満 男 尾張旭市 なし あり 21342 20 男 大府市 なし あり

21313 30 男 日進市 軽症 あり 21343 20 男 大府市 軽症 あり

21314 30 男 長久手市 軽症 あり 21344 10 男 大府市 なし あり

21315 10 男 東郷町 なし あり 21345 60 女 大府市 軽症 あり

21316 70 女 東郷町 軽症 あり 21346 20 女 大府市 軽症 あり

21317 10 男 東郷町 なし あり 21347 60 男 知多市 軽症

21318 30 女 春日井市 なし あり 21348 40 男 知多市 軽症 あり

21319 60 女 犬山市 中等症 21349 10 女 知多市 軽症 あり

21320 60 男 岩倉市 なし あり 21350 10 男 知多市 なし あり

21321 50 女 岩倉市 なし あり 21351 10 男 知多市 軽症

21322 50 女 岩倉市 軽症 あり 21352 20 女 知立市 軽症

21323 70 女 扶桑町 なし あり 21353 40 女 刈谷市 軽症

21324 50 女 清須市 軽症 21354 10未満 女 知立市 なし あり

21325 50 男 清須市 中等症 21355 10 女 刈谷市 なし あり

21326 50 女 あま市 軽症 21356 30 女 知立市 なし あり
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21357 30 男 知立市 なし あり

21358 30 男 みよし市 軽症

21359 70 女 刈谷市 軽症 あり

21360 50 女 刈谷市 軽症 あり

21361 20 男 西尾市 なし あり

21362 10未満 男 西尾市 なし あり

21363 40 女 西尾市 軽症 あり

21364 20 女 西尾市 軽症 あり

21365 10未満 女 西尾市 なし あり

21366 10未満 男 西尾市 なし あり

21367 10未満 男 新城市 軽症 あり

21368 20 男 豊川市 軽症


