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16577 40 女 稲沢市 軽症 16607 60 男 小牧市 中等症

16578 10 男 一宮市 軽症 あり 16608 50 男 小牧市 軽症

16579 20 男 一宮市 軽症 16609 50 男 小牧市 軽症 あり

16580 20 男 一宮市 軽症 16610 80 女 小牧市 軽症 あり

16581 30 男 一宮市 軽症 あり 16611 70 女 江南市 軽症 あり

16582 30 女 一宮市 なし あり 16612 20 女 岩倉市 軽症

16583 70 男 一宮市 なし あり 16613 40 女 岩倉市 軽症 あり

16584 20 男 一宮市 軽症 16614 30 女 岩倉市 軽症 あり

16585 40 女 稲沢市 軽症 あり 16615 60 女 大口町 中等症

16586 30 女 稲沢市 軽症 あり 16616 70 男 扶桑町 中等症

16587 30 男 一宮市 軽症 16617 60 男 扶桑町 中等症

16588 80 男 一宮市 軽症 あり 16618 20 男 東京都 軽症

16589 80 男 一宮市 軽症 16619 30 男 北名古屋市 軽症

16590 80 女 瀬戸市 中等症 16620 30 男 北名古屋市 軽症 あり

16591 30 男 豊明市 軽症 あり 16621 10未満 女 北名古屋市 なし あり

16592 40 男 日進市 軽症 あり 16622 10未満 男 北名古屋市 なし あり

16593 60 男 長久手市 中等症 16623 40 女 北名古屋市 軽症

16594 40 男 東郷町 軽症 16624 80 女 あま市 中等症

16595 20 女 春日井市 軽症 あり 16625 50 男 あま市 軽症 あり

16596 30 女 春日井市 軽症 あり 16626 40 女 あま市 軽症 あり

16597 10未満 男 春日井市 軽症 あり 16627 40 女 弥富市 軽症 あり

16598 40 男 春日井市 軽症 16628 60 女 愛西市 軽症 あり

16599 20 女 春日井市 軽症 16629 30 女 弥富市 なし あり

16600 70 男 春日井市 中等症 16630 30 男 愛西市 軽症 あり

16601 60 男 春日井市 軽症 あり 16631 30 男 弥富市 なし あり

16602 80 女 春日井市 なし あり 16632 70 女 津島市 なし あり

16603 80 女 春日井市 なし あり 16633 80 男 大治町 軽症 あり

16604 70 女 春日井市 なし あり 16634 30 男 大治町 軽症 あり

16605 60 男 小牧市 軽症 あり 16635 70 男 蟹江町 軽症 あり

16606 50 女 小牧市 軽症 16636 20 女 津島市 軽症 あり
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16637 50 男 常滑市 軽症 あり

16638 30 女 大府市 軽症

16639 50 女 大府市 軽症

16640 40 男 大府市 なし あり

16641 80 男 知多市 なし あり

16642 80 女 知多市 なし あり

16643 60 男 知多市 軽症 あり

16644 50 女 知多市 軽症 あり

16645 40 女 安城市 軽症

16646 10 男 安城市 軽症

16647 40 女 刈谷市 軽症

16648 50 女 刈谷市 なし あり

16649 50 男 刈谷市 軽症 あり

16650 20 女 刈谷市 なし あり

16651 10 男 刈谷市 なし あり

16652 40 男 安城市 軽症

16653 20 女 刈谷市 なし あり

16654 60 男 碧南市 軽症

16655 10未満 男 みよし市 なし あり

16656 60 男 安城市 軽症

16657 60 男 西尾市 なし あり

16658 10未満 女 西尾市 軽症 あり

16659 10 男 西尾市 軽症 あり

16660 50 男 豊川市 軽症

16661 70 男 豊川市 軽症 あり

16662 70 女 豊川市 軽症 あり


