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21448 10 男 一宮市 軽症 21478 70 男 春日井市 軽症 あり

21449 30 男 一宮市 軽症 21479 10 女 春日井市 軽症

21450 20 女 一宮市 軽症 21480 20 男 春日井市 軽症

21451 20 女 一宮市 軽症 21481 40 男 春日井市 なし あり

21452 50 男 一宮市 軽症 21482 30 男 小牧市 軽症

21453 50 女 一宮市 軽症 あり 21483 30 女 江南市 なし あり

21454 50 男 一宮市 軽症 21484 10 女 江南市 なし あり

21455 80 女 一宮市 軽症 21485 50 女 江南市 中等症 あり

21456 20 男 稲沢市 中等症 21486 30 男 犬山市 中等症

21457 60 男 一宮市 なし あり 21487 50 男 犬山市 中等症

21458 60 男 一宮市 軽症 21488 60 男 江南市 軽症 あり

21459 20 女 一宮市 軽症 21489 20 女 江南市 軽症

21460 50 男 一宮市 軽症 21490 20 男 清須市 中等症

21461 30 女 瀬戸市 軽症 あり 21491 20 男 北名古屋市 軽症

21462 30 男 瀬戸市 軽症 21492 20 女 北名古屋市 軽症 あり

21463 40 女 瀬戸市 中等症 21493 70 女 北名古屋市 中等症 あり

21464 50 女 尾張旭市 軽症 あり 21494 20 女 北名古屋市 軽症

21465 10未満 女 尾張旭市 なし あり 21495 30 男 北名古屋市 なし あり

21466 10未満 女 尾張旭市 なし あり 21496 50 女 清須市 中等症 あり

21467 30 女 日進市 軽症 あり 21497 80 男 蟹江町 軽症

21468 10未満 男 日進市 なし あり 21498 20 男 蟹江町 軽症 あり

21469 30 男 日進市 なし あり 21499 60 男 弥富市 軽症 あり

21470 30 女 日進市 軽症 あり 21500 70 女 弥富市 軽症

21471 60 男 日進市 中等症 あり 21501 60 男 あま市 軽症

21472 50 女 東郷町 なし あり 21502 70 男 弥富市 軽症

21473 30 男 東郷町 軽症 21503 70 男 愛西市 中等症

21474 50 男 春日井市 軽症 21504 70 女 愛西市 軽症 あり

21475 80 男 春日井市 中等症 あり 21505 40 女 愛西市 軽症 あり

21476 20 女 春日井市 なし あり 21506 60 女 津島市 軽症 あり

21477 50 男 春日井市 軽症 あり 21507 10未満 女 津島市 なし あり
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21508 70 男 津島市 中等症 21538 70 男 刈谷市 軽症

21509 70 男 愛西市 軽症 21539 20 女 安城市 軽症 あり

21510 40 女 武豊町 なし あり 21540 60 男 知立市 軽症

21511 20 男 東浦町 軽症 あり 21541 20 男 高浜市 軽症

21512 80 女 武豊町 中等症 21542 40 男 安城市 軽症

21513 10 男 半田市 軽症 21543 20 男 知立市 軽症 あり

21514 70 男 東海市 なし あり 21544 40 男 みよし市 軽症

21515 50 男 大府市 中等症 21545 20 男 安城市 軽症

21516 10 女 大府市 軽症 あり 21546 70 男 幸田町 中等症

21517 50 女 大府市 軽症 あり 21547 40 女 西尾市 中等症

21518 50 男 大府市 軽症 あり 21548 30 男 西尾市 軽症 あり

21519 10 男 大府市 なし あり 21549 50 男 西尾市 軽症

21520 10未満 男 大府市 軽症 21550 20 女 豊川市 なし あり

21521 20 男 大府市 軽症 21551 20 男 豊川市 なし あり

21522 20 男 大府市 軽症 あり 21552 40 男 豊川市 軽症

21523 20 男 大府市 軽症 21553 50 女 豊川市 軽症

21524 20 男 大府市 軽症 あり 21554 70 男 豊川市 軽症

21525 60 男 知多市 軽症 21555 70 女 豊川市 軽症 あり

21526 30 女 安城市 軽症 21556 10未満 女 蒲郡市 軽症

21527 50 女 安城市 軽症 21557 90 男 蒲郡市 軽症

21528 30 女 刈谷市 軽症 21558 70 男 蒲郡市 軽症 あり

21529 30 男 高浜市 軽症 21559 90 女 蒲郡市 軽症 あり

21530 40 女 知立市 軽症

21531 30 女 知立市 中等症

21532 20 男 安城市 なし あり

21533 20 男 安城市 なし あり

21534 10 女 知立市 なし あり

21535 40 女 知立市 なし あり

21536 80 女 知立市 なし あり

21537 10 男 碧南市 なし あり


