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19100 60 男 一宮市 軽症 あり 19130 10 女 稲沢市 軽症 あり

19101 20 男 一宮市 軽症 19131 80 女 一宮市 軽症

19102 20 男 一宮市 軽症 19132 40 女 瀬戸市 軽症 あり

19103 80 女 一宮市 中等症 あり 19133 20 女 瀬戸市 軽症

19104 30 男 一宮市 軽症 19134 80 女 瀬戸市 なし あり

19105 80 女 一宮市 軽症 19135 70 女 瀬戸市 なし あり

19106 60 女 一宮市 軽症 19136 20 女 瀬戸市 中等症

19107 30 男 一宮市 軽症 あり 19137 10 女 尾張旭市 軽症

19108 20 男 一宮市 軽症 19138 50 女 豊明市 軽症 あり

19109 50 男 一宮市 軽症 19139 20 男 日進市 軽症

19110 60 男 一宮市 軽症 あり 19140 20 男 長久手市 軽症

19111 30 男 一宮市 軽症 あり 19141 20 男 長久手市 軽症 あり

19112 60 男 一宮市 軽症 19142 50 女 長久手市 軽症

19113 10 女 稲沢市 軽症 19143 10未満 男 春日井市 軽症

19114 20 男 一宮市 中等症 19144 40 男 春日井市 軽症 あり

19115 20 男 一宮市 軽症 あり 19145 70 女 春日井市 軽症 あり

19116 80 女 一宮市 軽症 19146 70 女 春日井市 軽症 あり

19117 10 女 一宮市 なし あり 19147 10 男 春日井市 軽症

19118 40 女 稲沢市 軽症 あり 19148 20 男 春日井市 軽症 あり

19119 40 女 一宮市 なし あり 19149 20 女 春日井市 軽症

19120 10 男 一宮市 なし あり 19150 50 女 春日井市 軽症

19121 10 女 一宮市 なし あり 19151 10 男 春日井市 軽症 あり

19122 40 女 稲沢市 軽症 あり 19152 50 男 春日井市 軽症 あり

19123 40 男 稲沢市 なし あり 19153 20 男 春日井市 軽症 あり

19124 10 男 稲沢市 軽症 あり 19154 10 男 春日井市 軽症 あり

19125 20 男 一宮市 なし あり 19155 30 女 春日井市 軽症 あり

19126 30 男 一宮市 軽症 あり 19156 10 女 春日井市 軽症 あり

19127 40 女 一宮市 軽症 あり 19157 10 女 春日井市 軽症 あり

19128 60 女 一宮市 軽症 あり 19158 10 女 春日井市 なし あり

19129 40 男 一宮市 軽症 あり 19159 50 男 小牧市 軽症 あり
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19160 50 女 小牧市 軽症 あり 19190 70 女 津島市 なし あり

19161 40 男 小牧市 軽症 19191 80 男 蟹江町 なし あり

19162 20 男 小牧市 軽症 19192 10未満 女 蟹江町 なし あり

19163 30 女 小牧市 軽症 あり 19193 10未満 男 蟹江町 なし あり

19164 70 男 小牧市 なし あり 19194 80 女 あま市 なし あり

19165 20 男 岩倉市 軽症 19195 80 女 あま市 軽症 あり

19166 60 男 江南市 中等症 19196 70 男 愛西市 中等症

19167 40 女 江南市 軽症 19197 70 女 愛西市 中等症 あり

19168 10未満 女 扶桑町 なし あり 19198 40 女 蟹江町 軽症

19169 50 男 大口町 軽症 あり 19199 50 男 あま市 軽症

19170 80 女 江南市 軽症 あり 19200 50 男 愛西市 軽症 あり

19171 40 女 北名古屋市 軽症 19201 70 男 弥富市 軽症 あり

19172 20 女 北名古屋市 軽症 19202 20 男 東浦町 軽症

19173 60 女 清須市 中等症 19203 10 女 常滑市 軽症

19174 50 男 北名古屋市 中等症 あり 19204 20 男 常滑市 軽症

19175 50 女 北名古屋市 軽症 あり 19205 20 男 東海市 軽症 あり

19176 20 女 北名古屋市 中等症 あり 19206 40 女 東海市 なし あり

19177 70 男 北名古屋市 なし あり 19207 50 男 東海市 軽症 あり

19178 60 男 清須市 中等症 あり 19208 50 女 東海市 軽症 あり

19179 30 男 清須市 軽症 あり 19209 20 女 東海市 なし あり

19180 90 女 清須市 中等症 あり 19210 70 女 東海市 なし あり

19181 80 女 清須市 中等症 あり 19211 60 女 東海市 なし あり

19182 20 男 あま市 軽症 19212 80 男 大府市 軽症

19183 20 男 大治町 軽症 19213 20 男 知多市 軽症

19184 50 男 あま市 なし あり 19214 40 男 知多市 軽症

19185 90 女 弥富市 なし あり 19215 20 女 知多市 軽症

19186 90 男 弥富市 軽症 あり 19216 20 女 刈谷市 軽症

19187 40 男 愛西市 軽症 あり 19217 10未満 女 みよし市 なし あり

19188 40 女 愛西市 軽症 あり 19218 40 男 碧南市 なし あり

19189 10 女 愛西市 軽症 あり 19219 40 女 碧南市 なし あり
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19220 10 男 碧南市 なし あり 19250 10 女 豊川市 軽症 あり

19221 10未満 男 碧南市 なし あり 19251 20 女 蒲郡市 軽症

19222 20 女 安城市 なし あり 19252 30 男 田原市 軽症

19223 70 男 知立市 なし あり

19224 70 女 知立市 なし あり

19225 20 男 高浜市 なし あり

19226 40 男 刈谷市 なし あり

19227 30 女 安城市 なし あり

19228 20 女 刈谷市 軽症

19229 70 女 知立市 軽症

19230 20 女 知立市 軽症

19231 40 男 高浜市 軽症

19232 20 男 刈谷市 軽症

19233 20 男 刈谷市 なし あり

19234 40 男 碧南市 軽症 あり

19235 20 女 みよし市 なし あり

19236 90 女 西尾市 中等症

19237 60 女 西尾市 なし あり

19238 40 男 西尾市 軽症

19239 30 男 西尾市 なし あり

19240 70 男 西尾市 軽症 あり

19241 40 女 西尾市 軽症

19242 50 男 豊川市 なし あり

19243 50 女 豊川市 軽症 あり

19244 40 男 豊川市 軽症 あり

19245 30 女 豊川市 軽症

19246 20 男 豊川市 なし あり

19247 40 女 豊川市 軽症 あり

19248 20 男 豊川市 軽症 あり

19249 10 男 豊川市 軽症 あり


