
令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

335例目 県内9988例目 令和4年1月16日 10歳代 女性

334例目 県内9987例目 令和4年1月16日 10歳代 女性

333例目 県内9986例目 令和4年1月16日 10歳代 女性

332例目 県内9933例目 令和4年1月16日 50歳代 男性

331例目 県内9890例目 令和4年1月16日 10歳代 女性

330例目 県内9884例目 令和4年1月16日 10歳代 女性

329例目 県内9883例目 令和4年1月14日 10歳代 男性

328例目 県内9882例目 令和4年1月14日 10歳代 男性

327例目 県内9743例目 令和4年1月15日 10歳代 女性

326例目 県内9732例目 令和4年1月14日 20歳代 女性

325例目 県内9712例目 令和4年1月15日 50歳代 女性

324例目 県内9707例目 令和4年1月15日 10歳代 男性

323例目 県内9562例目 令和4年1月14日 10歳代 女性

322例目 県内9560例目 令和4年1月14日 20歳代 女性

321例目 県内9369例目 令和4年1月13日 40歳代 女性

320例目 県内9368例目 令和4年1月14日 50歳代 男性

319例目 県内9356例目 令和4年1月14日 30歳代 女性

318例目 県内9348例目 令和4年1月14日 10歳代 男性

317例目 県内9314例目 令和4年1月13日 40歳代 女性

316例目 県内9311例目 令和4年1月13日 20歳代 女性

315例目 県内9124例目 令和4年1月13日 10歳代 男性

314例目 県内9078例目 令和4年1月12日 30歳代 男性

313例目 県内8975例目 令和4年1月12日 20歳代 女性

312例目 県内8974例目 令和4年1月12日 40歳代 男性

311例目 県内8934例目 令和4年1月12日 70歳代 女性

310例目 県内8933例目 令和4年1月12日 70歳代 男性

309例目 県内8932例目 令和4年1月12日 10歳代 男性

308例目 県内8923例目 令和4年1月12日 80歳代 女性

307例目 県内8870例目 令和4年1月12日 20歳代 男性

306例目 県内8698例目 令和4年1月10日 40歳代 女性

305例目 県内8612例目 令和4年1月8日 20歳代 女性

304例目 県内8192例目 令和3年12月20日 20歳代 男性

303例目 県内8146例目 令和3年12月15日 20歳代 女性

302例目 県内7829例目 令和3年9月28日 20歳代 男性

301例目 県内7828例目 令和3年9月28日 50歳代 女性

300例目 県内7777例目 令和3年9月25日 30歳代 女性

299例目 県内7749例目 令和3年9月24日 50歳代 男性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

298例目 県内7723例目 令和3年9月22日 50歳代 男性

297例目 県内7686例目 令和3年9月22日 30歳代 男性

296例目 県内7684例目 令和3年9月22日 20歳代 女性

295例目 県内7630例目 令和3年9月19日 20歳代 男性

294例目 県内7605例目 令和3年9月18日 10歳代 女性

293例目 県内7559例目 令和3年9月17日 10歳代 女性

292例目 県内7545例目 令和3年9月16日 50歳代 男性

291例目 県内7472例目 令和3年9月14日 20歳代 男性

290例目 県内7469例目 令和3年9月14日 70歳代 男性

289例目 県内7383例目 令和3年9月11日 70歳代 女性

288例目 県内7333例目 令和3年9月10日 60歳代 男性

287例目 県内7275例目 令和3年9月9日 70歳代 女性

286例目 県内7207例目 令和3年9月8日 50歳代 女性

285例目 県内7206例目 令和3年9月7日 30歳代 男性

284例目 県内7173例目 令和3年9月7日 50歳代 女性

283例目 県内7124例目 令和3年9月6日 10歳代 女性

282例目 県内7114例目 令和3年9月6日 10歳代 男性

281例目 県内7113例目 令和3年9月6日 50歳代 男性

280例目 県内7053例目 令和3年9月4日 80歳代 男性

279例目 県内7050例目 令和3年9月4日 50歳代 男性

278例目 県内7025例目 令和3年9月4日 50歳代 女性

277例目 県内7024例目 令和3年9月4日 50歳代 女性

276例目 県内6959例目 令和3年9月2日 20歳代 女性

275例目 県内6909例目 令和3年9月1日 50歳代 男性

274例目 県内6894例目 令和3年9月1日 40歳代 女性

273例目 県内6780例目 令和3年8月30日 10歳未満 女性

272例目 県内6726例目 令和3年8月30日 10歳未満 男性

271例目 県内6708例目 令和3年8月29日 10歳未満 女性

270例目 県内6703例目 令和3年8月29日 40歳代 女性

269例目 県内6702例目 令和3年8月29日 30歳代 男性

268例目 県内6673例目 令和3年8月29日 40歳代 女性

267例目 県内6509例目 令和3年8月27日 50歳代 男性

266例目 県内6492例目 令和3年8月27日 50歳代 女性

265例目 県内6478例目 令和3年8月27日 60歳代 女性

264例目 県内6477例目 令和3年8月26日 10歳代 男性

263例目 県内6474例目 令和3年8月26日 20歳代 女性

262例目 県内6472例目 令和3年8月27日 10歳代 男性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

261例目 県内6357例目 令和3年8月26日 40歳代 男性

260例目 県内6356例目 令和3年8月26日 40歳代 男性

259例目 県内6346例目 令和3年8月26日 10歳未満 男性

258例目 県内6345例目 令和3年8月26日 10歳未満 女性

257例目 県内6344例目 令和3年8月26日 40歳代 男性

256例目 県内6343例目 令和3年8月26日 40歳代 女性

255例目 県内6260例目 令和3年8月26日 40歳代 男性

254例目 県内6273例目 令和3年8月25日 20歳代 女性

253例目 県内6272例目 令和3年8月24日 30歳代 女性

252例目 県内6255例目 令和3年8月25日 10歳未満 女性

251例目 県内6223例目 令和3年8月25日 30歳代 女性

250例目 県内6189例目 令和3年8月24日 10歳未満 女性

249例目 県内6188例目 令和3年8月24日 10歳代 男性

248例目 県内6141例目 令和3年8月24日 60歳代 男性

247例目 県内6140例目 令和3年8月24日 50歳代 男性

246例目 県内6059例目 令和3年8月24日 50歳代 女性

245例目 県内6053例目 令和3年8月23日 40歳代 女性

244例目 県内6030例目 令和3年8月23日 50歳代 男性

243例目 県内5997例目 令和3年8月23日 30歳代 男性

242例目 県内5996例目 令和3年8月23日 80歳代 女性

241例目 県内5993例目 令和3年8月23日 30歳代 女性

240例目 県内5981例目 令和3年8月23日 30歳代 男性

239例目 県内5938例目 令和3年8月22日 40歳代 女性

238例目 県内5802例目 令和3年8月21日 40歳代 男性

237例目 県内5787例目 令和3年8月21日 20歳代 男性

236例目 県内5785例目 令和3年8月21日 50歳代 女性

235例目 県内5665例目 令和3年8月20日 40歳代 男性

234例目 県内5555例目 令和3年8月19日 40歳代 男性

233例目 県内5549例目 令和3年8月18日 20歳代 男性

232例目 県内5447例目 令和3年8月18日 20歳代 男性

231例目 県内5326例目 令和3年8月17日 10歳未満 男性

230例目 県内5325例目 令和3年8月17日 30歳代 女性

229例目 県内5323例目 令和3年8月17日 20歳代 男性

228例目 県内5317例目 令和3年8月17日 40歳代 男性

227例目 県内5203例目 令和3年8月15日 70歳代 男性

226例目 県内5194例目 令和3年8月15日 30歳代 男性

225例目 県内5185例目 令和3年8月14日 50歳代 男性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

224例目 県内5184例目 令和3年8月14日 50歳代 女性

223例目 県内5066例目 令和3年8月13日 10歳未満 男性

222例目 県内5065例目 令和3年8月13日 30歳代 女性

221例目 県内5064例目 令和3年8月13日 10歳未満 男性

220例目 県内5063例目 令和3年8月13日 10歳代 女性

219例目 県内5062例目 令和3年8月12日 30歳代 女性

218例目 県内5005例目 令和3年8月12日 30歳代 男性

217例目 県内4874例目 令和3年8月12日 30歳代 男性

216例目 県内4789例目 令和3年8月11日 20歳代 女性

215例目 県内4784例目 令和3年8月11日 20歳代 男性

214例目 県内4779例目 令和3年8月11日 20歳代 男性

213例目 県内4777例目 令和3年8月11日 30歳代 男性

212例目 県内4718例目 令和3年8月10日 40歳代 男性

211例目 県内4711例目 令和3年8月10日 30歳代 女性

210例目 県内4697例目 令和3年8月9日 30歳代 男性

209例目 県内4623例目 令和3年8月9日 10歳代 男性

208例目 県内4615例目 令和3年8月9日 40歳代 男性

207例目 県内4558例目 令和3年8月7日 30歳代 女性

206例目 県内4514例目 令和3年8月7日 10歳代 男性

205例目 県内4504例目 令和3年8月7日 10歳代 男性

204例目 県内4481例目 令和3年8月6日 40歳代 男性

203例目 県内4377例目 令和3年8月4日 40歳代 男性

202例目 県内4257例目 令和3年8月4日 30歳代 女性

201例目 県内4256例目 令和3年8月4日 30歳代 男性

200例目 県内4254例目 令和3年8月4日 10歳代 女性

199例目 県内4166例目 令和3年8月2日 50歳代 男性

198例目 県内4165例目 令和3年8月3日 30歳代 男性

197例目 県内4133例目 令和3年8月1日 80歳代 女性

196例目 県内4116例目 令和3年8月2日 40歳代 男性

195例目 県内4113例目 令和3年8月2日 30歳代 女性

194例目 県内4087例目 令和3年8月1日 50歳代 男性

193例目 県内4022例目 令和3年7月31日 30歳代 男性

192例目 県内3486例目 令和3年7月10日 20歳代 男性

191例目 県内3476例目 令和3年7月9日 50歳代 男性

190例目 県内3428例目 令和3年7月3日 40歳代 男性

189例目 県内3407例目 2021年6月25日 10歳未満 男性

188例目 県内3405例目 2021年6月24日 30歳代 男性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

187例目 県内3384例目 2021年6月15日 40歳代 女性

186例目 県内3383例目 2021年6月15日 40歳代 男性

185例目 県内3380例目 2021年6月14日 50歳代 男性

184例目 県内3359例目 2021年6月11日 70歳代 男性

183例目 県内3353例目 2021年6月11日 30歳代 男性

182例目 県内3344例目 2021年6月9日 90歳以上 女性

181例目 県内3343例目 2021年6月10日 50歳代 女性

180例目 県内3321例目 2021年6月8日 10歳代 女性

179例目 県内3320例目 2021年6月8日 10歳未満 女性

178例目 県内3312例目 2021年6月7日 30歳代 女性

177例目 県内3310例目 2021年6月7日 70歳代 男性

176例目 県内3281例目 2021年6月3日 40歳代 女性

175例目 県内3280例目 2021年6月3日 20歳代 男性

174例目 県内3264例目 2021年6月1日 10歳代 女性

173例目 県内3242例目 2021年5月31日 20歳代 女性

172例目 県内3225例目 2021年5月31日 40歳代 男性

171例目 県内3212例目 2021年5月29日 20歳代 女性

170例目 県内3197例目 2021年5月29日 50歳代 男性

169例目 県内3184例目 2021年5月28日 10歳代 男性

168例目 県内3132例目 2021年5月26日 70歳代 女性

167例目 県内3123例目 2021年5月25日 50歳代 女性

166例目 県内3080例目 2021年5月23日 80歳代 男性

165例目 県内3061例目 2021年5月23日 70歳代 女性

164例目 県内3046例目 2021年5月22日 10歳代 女性

163例目 県内3045例目 2021年5月22日 10歳代 男性

162例目 県内3043例目 2021年5月22日 10歳代 女性

161例目 県内3032例目 2021年5月22日 60歳代 女性

160例目 県内3005例目 2021年5月21日 10歳代 男性

159例目 県内2979例目 2021年5月20日 20歳代 男性

158例目 県内2970例目 2021年5月20日 60歳代 男性

157例目 県内2911例目 2021年5月18日 30歳代 男性

156例目 県内2909例目 2021年5月18日 20歳代 女性

155例目 県内2846例目 2021年5月15日 30歳代 男性

154例目 県内2820例目 2021年5月14日 70歳代 男性

153例目 県内2819例目 2021年5月14日 60歳代 女性

152例目 県内2818例目 2021年5月14日 70歳代 男性

151例目 県内2794例目 2021年5月14日 20歳代 女性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

150例目 県内2732例目 2021年5月12日 70歳代 男性

149例目 県内2708例目 2021年5月12日 40歳代 男性

148例目 県内2706例目 2021年5月12日 20歳代 男性

147例目 県内2689例目 2021年5月11日 40歳代 男性

146例目 県内2676例目 2021年5月11日 30歳代 女性

145例目 県内2675例目 2021年5月11日 30歳代 男性

144例目 県内2674例目 2021年5月11日 10歳未満 男性

143例目 県内2664例目 2021年5月11日 70歳代 女性

142例目 県内2663例目 2021年5月11日 70歳代 男性

141例目 県内2660例目 2021年5月11日 50歳代 男性

140例目 県内2646例目 2021年5月10日 70歳代 女性

139例目 県内2640例目 2021年5月10日 30歳代 男性

138例目 県内2622例目 2021年5月10日 70歳代 男性

137例目 県内2606例目 2021年5月10日 50歳代 男性

136例目 県内2605例目 2021年5月10日 50歳代 男性

135例目 県内2604例目 2021年5月10日 50歳代 男性

134例目 県内2603例目 2021年5月10日 50歳代 男性

133例目 県内2591例目 2021年5月9日 30歳代 女性

132例目 県内2586例目 2021年5月9日 30歳代 女性

131例目 県内2579例目 2021年5月9日 50歳代 男性

130例目 県内2555例目 2021年5月8日 40歳代 男性

129例目 県内2554例目 2021年5月8日 70歳代 女性

128例目 県内2553例目 2021年5月8日 40歳代 女性

127例目 県内2495例目 2021年5月7日 20歳代 男性

126例目 県内2472例目 2021年5月6日 40歳代 男性

125例目 県内2443例目 2021年5月5日 60歳代 男性

124例目 県内2433例目 2021年5月4日 20歳代 男性

123例目 県内2432例目 2021年5月4日 20歳代 男性

122例目 県内2406例目 2021年5月3日 60歳代 女性

121例目 県内2400例目 2021年5月3日 80歳代 女性

120例目 県内2399例目 2021年5月3日 60歳代 男性

119例目 県内2347例目 2021年5月2日 60歳代 女性

118例目 県内2218例目 2021年4月27日 60歳代 女性

117例目 県内2123例目 2021年4月23日 50歳代 女性

116例目 県内2121例目 2021年4月23日 60歳代 男性

115例目 県内2089例目 2021年4月22日 20歳代 女性

114例目 県内2085例目 2021年4月22日 10歳代 女性
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令和3年度　市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況（令和4年1月17日以前）

市内№ 県内№ 判明日 年代 性別

113例目 県内2067例目 2021年4月22日 30歳代 男性

112例目 県内2045例目 2021年4月21日 60歳代 男性

111例目 県内1954例目 2021年4月18日 70歳代 男性

110例目 県内1901例目 2021年4月15日 10歳代 女性

109例目 県内1827例目 2021年4月14日 30歳代 女性

108例目 県内1815例目 2021年4月14日 10歳代 女性

107例目 県内1786例目 2021年4月13日 20歳代 男性

106例目 県内1781例目 2021年4月13日 20歳代 女性

105例目 県内1777例目 2021年4月13日 70歳代 女性

104例目 県内1776例目 2021年4月13日 70歳代 男性

103例目 県内1765例目 2021年4月12日 40歳代 男性

102例目 県内1710例目 2021年4月10日 20歳代 男性

101例目 県内1591例目 2021年4月6日 50歳代 女性
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