
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

107345 50 男 東郷町 軽症 107375 10 女 津島市 軽症

107346 20 女 東郷町 軽症 107376 10 男 津島市 軽症

107347 40 男 豊明市 軽症 107377 20 男 愛西市 軽症

107348 20 女 春日井市 軽症 107378 20 男 津島市 軽症

107349 40 女 春日井市 軽症 107379 60 女 津島市 軽症

107350 20 女 春日井市 軽症 107380 10 女 愛西市 軽症

107351 20 女 春日井市 軽症 107381 10 女 蟹江町 軽症

107352 50 男 春日井市 軽症 107382 60 男 津島市 なし

107353 50 女 春日井市 軽症 107383 20 女 大治町 軽症

107354 60 男 春日井市 軽症 107384 50 男 津島市 中等症

107355 10 男 春日井市 軽症 107385 40 女 津島市 なし

107356 50 男 春日井市 軽症 107386 10 女 東浦町 軽症

107357 40 男 春日井市 軽症 107387 40 女 東浦町 軽症

107358 80 女 小牧市 なし 107388 20 男 武豊町 軽症

107359 30 女 小牧市 軽症 107389 20 女 武豊町 軽症

107360 10 男 小牧市 なし 107390 20 男 常滑市 軽症

107361 20 男 小牧市 軽症 107391 30 女 常滑市 軽症

107362 10未満 男 岩倉市 軽症 107392 10 男 東海市 軽症

107363 30 男 岩倉市 軽症 107393 20 男 東海市 なし 再感染

107364 30 女 岩倉市 軽症 107394 40 男 東海市 軽症

107365 70 男 北名古屋市 軽症 107395 70 男 東海市 中等症

107366 20 男 豊山町 軽症 107396 60 女 東海市 軽症

107367 30 男 北名古屋市 軽症 107397 20 男 東海市 軽症

107368 30 女 北名古屋市 軽症 107398 10 男 東海市 軽症

107369 10未満 男 北名古屋市 なし 107399 20 男 大府市 軽症

107370 10未満 男 北名古屋市 軽症 107400 40 女 東海市 なし

107371 20 女 北名古屋市 軽症 107401 20 男 東海市 軽症

107372 30 女 津島市 軽症 107402 50 男 大府市 軽症

107373 40 女 津島市 軽症 107403 30 男 高浜市 軽症

107374 30 女 津島市 軽症 107404 20 男 安城市 軽症



症例番号 年代 性別 居住地 症状等 備考

107405 20 男 碧南市 軽症

107406 20 女 みよし市 軽症

107407 20 男 刈谷市 軽症

107408 40 女 碧南市 軽症

107409 60 男 碧南市 軽症

107410 30 男 西尾市 軽症

107411 30 男 豊川市 軽症

107412 20 女 豊川市 軽症


