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30361 20 女 瀬戸市 軽症 30391 30 男 犬山市 軽症

30362 50 女 瀬戸市 軽症 あり 30392 10 女 犬山市 軽症

30363 20 男 瀬戸市 軽症 あり 30393 20 男 大口町 軽症

30364 40 男 瀬戸市 軽症 30394 20 女 大口町 軽症 あり

30365 40 女 瀬戸市 軽症 あり 30395 20 男 岩倉市 軽症

30366 10 女 尾張旭市 軽症 あり 30396 40 男 江南市 軽症

30367 20 女 尾張旭市 なし あり 30397 20 女 清須市 軽症 あり

30368 20 女 尾張旭市 なし あり 30398 10未満 女 稲沢市 なし あり

30369 10 女 尾張旭市 軽症 30399 50 男 清須市 軽症

30370 10未満 男 豊明市 なし あり 30400 30 男 北名古屋市 中等症

30371 20 女 豊明市 なし あり 30401 60 男 北名古屋市 中等症 あり

30372 60 男 豊明市 軽症 30402 50 女 清須市 軽症 あり

30373 20 男 豊明市 軽症 あり 30403 50 男 清須市 中等症 あり

30374 60 女 日進市 軽症 30404 20 女 津島市 軽症

30375 30 男 長久手市 軽症 あり 30405 10 女 愛西市 軽症 あり

30376 20 女 東郷町 軽症 あり 30406 90 男 あま市 中等症

30377 60 女 東郷町 軽症 あり 30407 20 男 半田市 軽症

30378 80 女 東郷町 軽症 あり 30408 20 男 東浦町 なし あり

30379 20 男 東郷町 軽症 あり 30409 40 男 美浜町 軽症

30380 40 男 春日井市 軽症 あり 30410 10 男 美浜町 軽症

30381 10 女 春日井市 軽症 あり 30411 10 女 常滑市 軽症 あり

30382 10 女 春日井市 軽症 30412 70 男 大府市 軽症

30383 10 男 春日井市 軽症 30413 40 女 安城市 軽症

30384 10 男 春日井市 軽症 再感染 30414 10 女 刈谷市 軽症

30385 50 男 春日井市 中等症 30415 80 男 刈谷市 軽症

30386 20 男 春日井市 軽症 30416 50 女 安城市 軽症

30387 70 女 春日井市 中等症 30417 30 女 安城市 軽症 あり

30388 10未満 女 小牧市 軽症 30418 20 男 知立市 軽症 あり

30389 50 男 小牧市 軽症 30419 20 女 知立市 なし あり

30390 40 男 小牧市 軽症 30420 10未満 男 高浜市 なし あり
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30421 20 男 安城市 なし あり

30422 10未満 女 高浜市 なし あり

30423 20 男 刈谷市 なし

30424 20 男 高浜市 軽症

30425 20 女 みよし市 軽症

30426 30 男 みよし市 軽症

30427 20 女 幸田町 軽症

30428 40 男 西尾市 なし あり

30429 10未満 男 西尾市 なし あり

30430 30 男 西尾市 軽症

30431 40 女 西尾市 軽症

30432 50 男 豊川市 軽症

30433 40 男 豊川市 軽症

30434 20 女 豊川市 軽症


