
●71〜80 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

2 月 13 日（土曜日） 市内 71 例目 
（県内 995 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連 

2 月 20 日（土曜日） 市内 72 例目 
（県内 1,001 例目） 

60 歳代  女性 既陽性者関連  
 

    〃 市内 73 例目 
（県内 1,002 例目） 

60 歳代 女性 既陽性者関連 

2 月 23 日（火曜日） 市内 74 例目 
（県内 1,018 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  

2 月 25 日（木曜日） 市内 75 例目 
（県内 1,044 例目） 

80 歳代 男性 既陽性者関連  

2 月 28 日（日曜日） 市内 76 例目 
（県内 1,055 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連  

3 月 6 日（土曜日） 市内 77 例目 
（県内 1,078 例目） 

70 歳代   女性  

3 月 7 日（日曜日） 市内 78 例目 
（県 1,083 例目） 

70 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内 79 例目 
（県内 1,084 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内 80 例目 
（県内 1,085 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連 

 
●81〜90 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
3 月 8 日（月曜日） 市内発生 81 例目

（県 1,091 例目） 
70 歳代 男性  

3 月 9 日（火曜日） 市内発生 82 例目 
（県 1,103 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連  

〃  市内発生 83 例目 
（県 1,104 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連  

〃  市内発生 84 例目 
（県 1,105 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 85 例目
（県 1,106 例目） 

10 歳未満 女性 既陽性者関連  



3 月 10 日（水曜日） 市内発生 86 例目
（県内 1,116 例目） 

40 歳代 女性  既陽性者関連  

〃  市内発生 87 例目 
（県内 1,117 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 88 例目 
（県内 1,118 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連  

3 月 17 日（水曜日） 市内発生 89 例目 
（県内 1,145 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 

4 月 12 日（月曜日） 市内発生 90 例目 
（県内 1,276 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

 
●91〜100 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
4 月 15 日（木曜日） 市内発生 91 例目 

 （県 1,301 例目） 
10 歳代 男性  

4 月 22 日（木曜日） 市内発生 92 例目 
（県内 1,454 例目） 

60 歳代 女性  

4 月 27 日（火曜日） 市内発生 93 例目 
（県内 1,541 例目） 

50 歳代  男性   

    〃 市内発生 94 例目 
（県内 1,547 例目） 

40 歳代 男性  

    〃 市内発生 95 例目 
（県内 1,552 例目） 

30 歳代  女性  

5 月 1 日（土曜日） 市内発生 96 例目 
（県内 1,625 例目） 

20 歳代 男性  

5 月 2 日（日曜日） 市内発生 97 例目 
（県内 1,656 例目） 

30 歳代 男性  

5 月 5 日（水曜日） 市内発生 98 例目 
（県内 1,707 例目） 

10 歳未満 女性  

5 月 6 日（木曜日） 市内発生 99 例目 
（県内 1,766 例目） 

20 歳代 男性  

5 月 7 日（金曜日） 市内発生 100 例目 
（県内 1,785 例目） 

30 歳代 男性  

 
 
 



●101〜110 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

5 月 7 日（金曜日） 市内発生 101 例目
（県内 1,810 例目） 

20 歳代 男性  

5 月 9 日（日曜日） 市内発生 102 例目 
（県内 1,899 例目） 

70 歳代 男性  

5 月 10 日（月曜日） 市内発生 103 例目 
（県内 1,956 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 104 例目 
（県内 1,979 例目） 

40 歳代 女性  

5 月 11 日（火曜日） 市内発生 105 例目 
（県内 2,007 例目） 

30 歳代 女性  

    〃 市内発生 106 例目 
（県内 2,030 例目） 

30 歳代 女性  

5 月 13 日（木曜日） 市内発生 107 例目
（県内 2,109 例目） 

10 歳代 男性  

    〃 市内発生 108 例目 
（県内 2,114 例目） 

30 歳代 男性  

5 月 15 日（土曜日） 市内発生 109 例目 
（県内 2,181 例目） 

20 歳代 女性  

5 月 16 日（日曜日） 市内発生 110 例目 
（県内 2,205 例目） 

70 歳代 女性  

 
 ●111〜120 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
5 月 16 日（日曜日） 市内発生 111 例目 

（県内 2,206 例目） 
10 歳未満 女性  

    〃 市内発生 112 例目 
（県内 2,207 例目） 

20 歳代 女性   

5 月 17 日（月曜日） 市内発生 113 例目 
（県内 2,231 例目） 

20 歳代 女性    

5 月 18 日（火曜日） 市内発生 114 例目 
（県内 2,256 例目） 

30 歳代 男性  

〃  市内発生 115 例目 
（県内 2,257 例目） 

20 歳代 男性  



〃  市内発生 116 例目 
（県内 2,264 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連  

〃  市内発生 117 例目 
（県内 2,272 例目） 

40 歳代 女性    

5 月 19 日（水曜日） 市内発生 118 例目 
（県内 2,294 例目） 

30 歳代 女性  

    〃 市内発生 119 例目
（県内 2,302 例目） 

30 歳代 男性  

5 月 20 日（木曜日） 市内発生 120 例目 
（県内 2,324 例目） 

30 歳代 女性  

 
    
●121〜130 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
5 月 20 日（木曜日） 市内発生 121 例目 

（県内 2,325 例目） 
30 歳代 男性  

5 月 21 日（金曜日） 市内発生 122 例目
（県内 2,354 例目） 

30 歳代 女性  

    〃 市内発生 123 例目
（県内 2,355 例目） 

10 歳未満 女性   

5 月 23 日（日曜日） 市内発生 124 例目
（県内 2,404 例目） 

50 歳代 男性  

5 月 27 日（木曜日） 市内発生 125 例目
（県内 2,452 例目） 

60 歳代 男性  

    〃 市内発生 126 例目
（県内 2,453 例目） 

60 歳代  男性  

5 月 31 日（月曜日） 市内発生 127 例目 
（県内 2,503 例目） 

50 歳代 女性  

6 月 1 日（火曜日） 市内発生 128 例 
（県内 2,510 例目） 

40 歳代  女性   

6 月 2 日（水曜日） 市内発生 129 例目 
（県内 2,511 例目） 

70 歳代 男性  

6 月 3 日（木曜日） 市内発生 130 例目 
（県内 2,514 例目） 

40 歳代 男性  

 
 



●131〜140 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

7 月 16 日（金曜日） 市内発生 131 例目
（県内 2,582 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 132 例目
（県内 2,583 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 133 例目
（県内 2,584 例目） 

10 歳未満 男性  既陽性者関連  

7 月 18 日（日曜日） 市内発生 134 例目 
（県内 2,595 例目） 

10 歳未満 男性  

7 月 20 日（火曜日） 市内発生 135 例目 
（県内 2,603 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連  

7 月 23 日（金曜日） 市内発生 136 例目 
（県内 2,633 例目） 

30 歳代 男性   既陽性者関連  

7 月 26 日（月曜日） 市内発生 137 例目
（県内 2,635 例目） 

20 歳代 女性  

    〃 市内発生 138 例目 
（県内 2,636 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連  

7 月 30 日（金曜日） 市内発生 139 例目 
（県内 2,687 例目） 

40 歳代 女性  

    〃 市内発生 140 例目 
（県内 2,688 例目） 

20 歳代 男性  

 
 
●141〜150 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
7 月 30 日（金曜日） 市内発生 141 例目

（県内 2,693 例目） 
20 歳代 女性  

    〃 市内発生 142 例目
（県内 2,701 例目） 

40 歳代 女性   

7 月 31 日（土曜日） 市内発生 143 例目
（県内 2,728 例目） 

 40 歳代 女性   

8 月 3 日（火曜日） 市内発生 144 例目 
（県内 2,784 例目） 

 60 歳代 女性  

8 月 4 日（水曜日） 
 

市内発生 145 例目 
（県内 2,808 例目） 

50 歳代 男性  



8 月 5 日（木曜日） 市内発生 146 例目 
（県内 2,835 例目） 

40 歳代 男性    

    〃 市内発生 147 例目
（県内 2,838 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連  

    〃 市内発生 148 例目 
（県内 2,855 例目） 

30 歳代 男性  

    〃 市内発生 149 例目 
（県内 2,871 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  

8 月 8 日（日曜日） 市内発生 150 例目 
（県内 2,935 例目） 

50 歳代 男性  

 


