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28974 30 男 瀬戸市 軽症 29004 40 女 江南市 軽症

28975 70 女 瀬戸市 軽症 あり 29005 20 女 大口町 なし あり

28976 20 男 瀬戸市 軽症 あり 29006 30 男 稲沢市 軽症

28977 30 男 瀬戸市 軽症 あり 29007 20 男 北名古屋市 軽症

28978 70 女 尾張旭市 なし あり 29008 60 男 稲沢市 軽症

28979 20 女 豊明市 軽症 あり 29009 20 男 稲沢市 軽症 あり

28980 30 男 豊明市 軽症 29010 60 女 津島市 軽症

28981 60 女 豊明市 軽症 29011 70 女 愛西市 中等症 あり

28982 10 女 豊明市 なし あり 29012 30 男 弥富市 なし

28983 10未満 男 豊明市 なし あり 29013 10未満 女 あま市 軽症

28984 70 男 豊明市 なし あり 29014 80 男 半田市 軽症

28985 70 女 豊明市 軽症 あり 29015 20 男 美浜町 軽症

28986 90 女 豊明市 なし あり 29016 20 男 武豊町 軽症

28987 90 女 豊明市 軽症 あり 29017 20 男 武豊町 軽症

28988 30 女 豊明市 軽症 あり 29018 20 女 武豊町 軽症 あり

28989 40 女 豊明市 軽症 29019 20 男 東海市 軽症

28990 50 男 日進市 軽症 29020 30 男 大府市 軽症 あり

28991 20 女 日進市 中等症 あり 29021 30 男 大府市 中等症 あり

28992 40 女 長久手市 軽症 29022 60 男 知多市 軽症

28993 20 女 長久手市 軽症 あり 29023 40 女 安城市 軽症

28994 20 男 長久手市 なし あり 29024 40 男 安城市 軽症

28995 20 男 東郷町 軽症 29025 50 女 みよし市 軽症

28996 60 女 春日井市 軽症 あり 29026 20 女 みよし市 なし あり

28997 30 男 春日井市 軽症 29027 30 男 知立市 軽症

28998 30 女 春日井市 なし あり 29028 80 女 碧南市 なし あり

28999 20 男 春日井市 軽症 29029 40 女 高浜市 軽症 あり

29000 10 男 春日井市 軽症 29030 20 女 安城市 軽症 あり

29001 20 女 春日井市 軽症 29031 20 女 みよし市 軽症

29002 60 女 岩倉市 軽症 あり 29032 20 男 知立市 軽症

29003 10 男 江南市 軽症 29033 60 女 碧南市 軽症
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29034 30 女 みよし市 軽症

29035 40 男 西尾市 なし あり

29036 10 女 西尾市 なし あり

29037 10 女 西尾市 なし あり

29038 10 男 西尾市 なし あり

29039 40 女 西尾市 なし あり

29040 30 男 西尾市 なし あり

29041 30 男 西尾市 なし あり

29042 30 男 西尾市 なし あり

29043 40 女 西尾市 軽症 あり

29044 50 男 幸田町 軽症

29045 20 男 豊川市 軽症

29046 10 女 豊川市 軽症

29047 40 男 豊川市 軽症 あり

29048 80 男 豊川市 軽症


