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24853 30 男 一宮市 軽症 24883 20 女 大府市 なし あり

24854 50 男 一宮市 軽症 24884 10未満 女 大府市 なし あり

24855 30 男 稲沢市 軽症 24885 30 男 知多市 軽症 あり

24856 80 女 稲沢市 軽症 あり 24886 100 女 安城市 軽症 あり

24857 50 女 一宮市 軽症 あり 24887 50 女 刈谷市 軽症

24858 40 女 稲沢市 なし あり 24888 50 男 知立市 なし

24859 10 男 稲沢市 なし あり 24889 50 女 高浜市 なし あり

24860 50 女 一宮市 軽症 24890 40 男 安城市 なし あり

24861 30 女 一宮市 軽症 あり 24891 40 男 安城市 なし あり

24862 20 男 一宮市 なし あり 24892 40 男 安城市 なし あり

24863 20 女 一宮市 なし あり 24893 20 男 安城市 なし あり

24864 20 女 一宮市 なし あり 24894 40 男 刈谷市 軽症 あり

24865 50 女 三重県 なし あり 24895 20 女 碧南市 軽症 あり

24866 20 女 岐阜県 なし あり 24896 40 女 知立市 軽症

24867 30 男 尾張旭市 なし あり 24897 10未満 女 知立市 軽症 あり

24868 50 男 豊明市 軽症 24898 10 男 高浜市 軽症 あり

24869 20 女 長久手市 軽症 あり 24899 30 女 安城市 軽症

24870 90 女 みよし市 なし 24900 80 男 安城市 軽症 あり

24871 40 女 春日井市 軽症 24901 80 男 高浜市 軽症

24872 50 男 春日井市 なし あり 24902 80 男 刈谷市 中等症

24873 30 男 岩倉市 軽症 あり 24903 60 男 幸田町 軽症

24874 20 女 扶桑町 軽症 24904 20 男 西尾市 軽症

24875 50 男 犬山市 なし あり 24905 20 女 蒲郡市 軽症 あり

24876 30 男 犬山市 軽症 あり

24877 30 女 北名古屋市 中等症

24878 20 男 弥富市 軽症 あり

24879 30 男 津島市 軽症 あり

24880 30 男 弥富市 なし

24881 20 女 弥富市 軽症 あり

24882 30 男 武豊町 なし


