
症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考 症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

104211 20 女 瀬戸市 軽症 104241 50 女 江南市 軽症

104212 80 女 瀬戸市 軽症 104242 60 女 岩倉市 軽症

104213 20 女 瀬戸市 軽症 104243 40 男 岩倉市 軽症

104214 10未満 女 尾張旭市 なし 104244 40 女 岩倉市 軽症

104215 20 男 尾張旭市 軽症 104245 10未満 女 稲沢市 軽症

104216 40 男 尾張旭市 軽症 104246 40 男 稲沢市 軽症

104217 50 女 日進市 軽症 104247 10 男 北名古屋市 軽症

104218 10 女 日進市 軽症 104248 10 男 北名古屋市 軽症

104219 10 女 日進市 軽症 104249 40 男 清須市 軽症

104220 40 女 日進市 軽症 104250 30 男 北名古屋市 軽症

104221 10 女 日進市 軽症 104251 20 女 北名古屋市 軽症

104222 10 女 長久手市 軽症 104252 10未満 女 北名古屋市 なし

104223 10 女 東郷町 軽症 104253 10 女 稲沢市 なし

104224 10 男 春日井市 軽症 104254 40 男 北名古屋市 軽症

104225 10未満 男 春日井市 軽症 104255 50 男 清須市 中等症

104226 20 女 春日井市 軽症 104256 40 女 稲沢市 軽症

104227 20 女 春日井市 軽症 104257 30 男 稲沢市 軽症

104228 20 男 春日井市 軽症 104258 40 女 北名古屋市 軽症

104229 20 男 春日井市 軽症 104259 20 女 北名古屋市 軽症

104230 90 女 春日井市 軽症 104260 40 男 稲沢市 軽症

104231 90 男 春日井市 軽症 104261 10 男 北名古屋市 軽症

104232 40 男 春日井市 軽症 104262 10未満 男 北名古屋市 軽症

104233 80 女 春日井市 軽症 104263 30 男 清須市 軽症

104234 50 女 小牧市 軽症 104264 30 女 あま市 軽症

104235 10未満 男 小牧市 軽症 104265 30 男 あま市 軽症

104236 10 女 小牧市 軽症 104266 50 女 大治町 軽症

104237 20 男 小牧市 軽症 104267 30 男 あま市 軽症

104238 10 女 岩倉市 軽症 104268 20 男 津島市 軽症

104239 20 男 扶桑町 軽症 104269 20 女 あま市 軽症

104240 40 男 扶桑町 なし 104270 10未満 男 愛西市 軽症



症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考 症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

104271 40 男 津島市 軽症 104301 80 女 高浜市 なし

104272 10 男 半田市 軽症 104302 60 男 高浜市 なし

104273 40 女 半田市 軽症 104303 30 男 刈谷市 なし

104274 20 男 半田市 軽症 104304 80 女 西尾市 中等症

104275 40 男 半田市 軽症 104305 50 男 西尾市 軽症

104276 10 男 半田市 軽症 104306 40 女 西尾市 軽症

104277 50 女 武豊町 軽症 104307 10 女 豊川市 軽症

104278 10未満 女 半田市 軽症 104308 10未満 男 豊川市 軽症

104279 10未満 男 半田市 軽症 104309 30 女 豊川市 軽症

104280 40 女 常滑市 軽症 104310 30 女 豊川市 軽症

104281 40 男 東海市 軽症 104311 60 男 蒲郡市 軽症

104282 30 男 東海市 軽症 104312 40 男 蒲郡市 軽症

104283 30 女 東海市 軽症

104284 20 男 大府市 軽症

104285 20 男 大府市 軽症

104286 10未満 男 大府市 なし

104287 10未満 女 大府市 なし

104288 40 女 大府市 軽症

104289 30 女 知多市 なし

104290 30 男 知多市 軽症

104291 10 男 碧南市 軽症

104292 10未満 男 刈谷市 軽症

104293 10 男 刈谷市 軽症

104294 40 男 刈谷市 軽症

104295 10 男 安城市 軽症

104296 30 女 刈谷市 軽症

104297 10未満 男 刈谷市 軽症

104298 80 男 碧南市 中等症

104299 10 男 刈谷市 軽症

104300 40 男 刈谷市 軽症


