
●1〜10 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

4 月 22 日（水曜日） 市内 1 例目 
（県内 19 例目） 

30 歳代 女性 県内 18 例目の関係者 

4 月 29 日（水曜日） 市内 2 例目 
（県内 41 例目） 

70 歳代  男性 県内 40 例目の関係者  

7 月 24 日（金曜日） 市内 3 例目 
（県内 59 例目） 

20 歳代 男性 県内 57 例目の関係者  

    〃 市内 4 例目 
（県内 60 例目） 

20 歳代 男性 県内 57・58・61 例目の関係者 

7 月 28 日（火曜日） 市内 5 例目 
（県内 68 例目） 

20 歳代 男性 県内 57 例目の関係者  

7 月 30 日（木曜日） 市内 6 例目 
（県内 75 例目） 

20 歳代 女性  

8 月 7 日（金曜日） 市内 7 例目 
（県内 136 例目） 

50 歳代  女性  

8 月 8 日（土曜日） 市内 8 例目 
（県内 144 例目） 

30 歳代 男性 県内 136 例目（市内 7 例目）
の関係者  

8 月 9 日（日曜日） 市内 9 例目 
（県内 149 例目） 

30 歳代 男性 県内 122 例目の関係者  

8 月 10 日（月曜日） 市内 10 例目 
（県内 155 例目） 

40 歳代 男性 県内 148 例目の関係者  

 
●11〜20 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 11 日（火曜日）   市内発生 11 例目 

（県内 161 例目） 
20 歳代 男性  

8 月 12 日（水曜日） 市内発生 12 例目 
（県内 163 例目） 

50 歳代 男性 県内 158 例目の関係者  

    〃 市内発生 13 例目 
（県内 173 例目） 

40 歳代 男性 県内 161 例目（市内 11 例目）
の関係者  

8 月 13 日（木曜日） 市内発生 14 例目 
（県内 175 例目） 

40 歳代 女性 県内 173 例目（市内 13 例目）
の関係者  

8 月 14 日（金曜日） 市内発生 15 例目 
（県内 177 例目） 

40 歳代 女性 県内 150 例目の関係者  



    〃 市内発生 16 例目 
（県内 178 例目） 

20 歳代 男性 県内 150 例目の関係者  

8 月 15 日（土曜日） 市内発生 17 例目 
（県内 184 例目） 

40 歳代 女性 県内 177 例目（市内 15 例目）
の関係者 

    〃 市内発生 18 例目 
（県内 185 例目） 

60 歳代 男性 県内 177 例目（市内 15 例目）
の関係者  

8 月 16 日（日曜日） 市内発生 19 例目 
（県内 191 例目） 

40 歳代 女性 県内 185 例目（市内 18 例目）
の関係者  

8 月 17 日（月曜日） 市内発生 20 例目 
（県内 196 例目） 

70 歳代 男性 県内 191 例目（市内 19 例目）
の関係者  

 
●21〜30 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 17 日（月曜日） 市内発生 21 例目 

（県内 197 例目）  
70 歳代 男性  

    〃 市内発生 22 例目 
（県内 198 例目） 

70 歳代 男性 県内 185 例目（市内 18 例目）
の関係者  

8 月 18 日（火曜日） 市内発生 23 例目 
（県内 199 例目） 

40 歳代  男性  県内 197 例目（市内 21 例目）
の関係者 

8 月 19 日（水曜日） 
  

市内発生 24 例目 
（県内 202 例目） 

30 歳代 女性 県内 199 例目（市内 23 例目）
の関係者  

8 月 20 日（木曜日） 市内発生 25 例目 
（県内 207 例目）  

70 歳代  女性  

8 月 21 日（金曜日） 
 

市内発生 26 例目 
（県内 209 例目） 

50 歳代 男性  

    〃 
 

市内発生 27 例目 
（県内 210 例目） 

70 歳代 女性  

    〃 市内発生 28 例目 
（県内 212 例目） 

70 歳代 男性 県内 207 例目（市内 25 例目）
の関係者  

    〃 市内発生 29 例目 
（県内 213 例目） 

30 歳代 男性  

8 月 22 日（土曜日） 市内発生 30 例目 
（県内 215 例目） 

70 歳代 男性 県内 209 例目（市内 26 例目）
の関係者 

 
 
 



●31〜40 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

8 月 22 日（土曜日） 市内発生 31 例目 
（県内 216 例目） 

70 歳代 女性 県内 209 例目(市内 26 例目)
の関係者  

    〃 市内発生 32 例目 
（県内 218 例目） 

50 歳代 男性 県内 213 例目(市内 29 例目)
の関係者  

8 月 23 日（日曜日） 市内発生 33 例目 
（県内 220 例目） 

50 歳代 男性 県内 213 例目(市内 29 例目）
の関係者  

    〃 市内発生 34 例目 
（県内 230 例目） 

60 歳代 男性  

    〃 市内発生 35 例目 
（県内 231 例目） 

70 歳代 男性  

    〃 市内発生 36 例目
（県内 232 例目） 

60 歳代 女性 県内 230 例目(市内 34 例目）
の関係者  

    〃 市内発生 37 例目 
（県内 233 例目） 

30 歳代 女性 県内 230 例目(市内 34 例目）
の関係者  

8 月 28 日（金曜日） 市内発生 38 例目 
（県内 234 例目） 

10 歳未満 男性 県内 230 例目(市内 34 例目）
の関係者  

8 月 29 日（土曜日） 市内発生 39 例目 
（県内 237 例目） 

60 歳代 男性  

9 月 2 日（水曜日） 市内発生 40 例目
（県内 238 例目） 

90 歳代 男性  

 
 ●41〜50 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
9 月 2 日（水曜日） 市内発生 41 例目

（県内 239 例目） 
80 歳代 女性  

9 月 11 日（金曜日） 
 

市内発生 42 例目
（県内 244 例目） 

70 歳代 男性   

11 月 9 日（月曜日） 
 

市内発生 43 例目
（県内 269 例目） 

10 歳代 女性   福岡市で陽性確認者と接触 

    〃 市内発生 44 例目
（県内 270 例目） 

40 歳代 女性 県内 269 例目(市内 43 例目）
の関係者  

    〃 市内発生 45 例目
（県内 271 例目） 

40 歳代 男性 県内 269 例目(市内 43 例目）
の関係者  



11 月 18 日（水曜日） 市内発生 46 例目
（県内 282 例目） 

70 歳代 
 

男性 大分市で陽性確認者と接触 

11 月 28 日（土曜日） 市内発生 47 例目
（県内 306 例目） 

10 歳代 男性    

12 月 1 日（火曜日） 
 

市内発生 48 例目
（県内 310 例目） 

50 歳代 男性  

    〃 市内発生 49 例目
（県内 316 例目） 

50 歳代 女性 県内 310 例目(市内 48 例目）
の関係者 

    〃 市内発生 50 例目 
（県内 317 例目） 

10 歳代 男性 県内 310 例目(市内 48 例目）
の関係者 

 
    
●51〜60 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
12 月 4 日（金曜日） 市内発生 51 例目

（県内 333 例目） 
70 歳代 男性 県内 329 例目の関係者  

12 月 5 日（土曜日） 市内発生 52 例目
（県内 336 例目） 

70 歳代 
  

男性 県内 333 例目(市内 51 例目）
の関係者  

12 月 16 日（水曜日） 市内発生 53 例目 
（県内 392 例目） 

20 歳代 男性  県内 378 例目の関係者  

12 月 24 日（木曜日） 市内発生 54 例目
（県内 433 例目） 

50 歳代 
 

男性  

12 月 25 日（金曜日） 市内発生 55 例目
（県内 439 例目） 

10 歳代 男性 福岡市で陽性確認者と接触 

1 月 7 日（木曜日） 市内発生 56 例目
（県内 527 例目） 

20 歳代  男性  

1 月 8 日（金曜日） 
 

市内発生 57 例目
県内 563 例目） 

40 歳代 女性 県内 527 例目(市内 56 例目）
の関係者  

    〃 市 内 発 生 58 例
（県内 564 例目） 

50 歳代  男性 県内 527 例目(市内 56 例目）
の関係者  

1 月 9 日（土曜日） 市内発生 59 例目
（県内 570 例目） 

20 歳代 女性  

1 月 12 日（火曜日） 市内発生 60 例目 
（県内 622 例目） 

70 歳代 女性  

 
 



●61〜70 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

1 月 15 日（金曜日） 市内発生 61 例目
（県内 705 例目） 

20 歳代 男性 県内 684 例目の関係者  

1 月 18 日（月曜日） 市内発生 62 例目
（県内 775 例目） 

20 歳代 男性 県内 684 例目の関係者 

1 月 26 日（火曜日） 市内発生 63 例目
（県内 920 例目） 

60 歳代  男性   

    〃 市内発生 64 例目 
（県内 921 例目） 

 60 歳代 女性 県内 920 例目(市内 63 例目）
の関係者 

1 月 27 日（水曜日） 市内発生 65 例目 
（県内 928 例目） 

30 歳代 男性 県内 920 例目(市内 63 例目）
の関係者  

2 月 4 日（木曜日） 
 

市内発生 66 例目 
（県内 968 例目） 

30 歳代 女性    

2 月 5 日（金曜日） 市内発生 67 例目
（県内 975 例目） 

10 歳未満 女性 県内 968 例目(市内 66 例目）
の関係者  

    〃 市内発生 68 例目 
（県内 976 例目） 

10 歳未満 男性 県内 968 例目(市内 66 例目）
の関係者  

2 月 9 日（火曜日） 市内発生 69 例目 
（県内 983 例目） 

30 歳代 女性 県内 976 例目(市内 68 例目）
の関係者  

2 月 10 日（水曜日） 市内発生 70 例目 
（県内 990 例目） 

30 歳代 男性 県内 983 例目(市内 69 例目）
の関係者 

 


