
小城市内発生 151 例目〜220 例目 

●151~160 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

8 月 10 日（火曜日） 市内 151 例目 
（県内 3,022 例目） 

50 歳代 女性  

〃 市内 152 例目 
（県内 3,034 例目） 

30 歳代   女性  

8 月 11 日（水曜日） 
 

市内 153 例目 
（県内 3,078 例目） 

30 歳代   男性 既陽性者関連 

〃 市内 154 例目 
（県内 3,079 例目） 

10 歳未満  男性 既陽性者関連  
 

〃 市内 155 例目 
（県内 3,105 例目） 

90 歳以上 男性   

8 月 12 日（木曜日） 市内 156 例目 
（県内 3,139 例目） 

30 歳代   男性  

〃 市内 157 例目 
（県内 3,186 例目） 

60 歳代 男性  
 

 

8 月 13（金曜日） 市内 158 例目 
（県内 3,238 例目） 

80 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 159 例目 
（県内 3,239 例目） 

60 歳代 女性 既陽性者関連  
 

8 月 15 日（日曜日） 市内 160 例 
（県内 3,407 例目） 

40 歳代 男性   

 
●161〜170 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 15 日（日曜日） 市内 161 例目 

（県内 3,426 例目） 
20 歳代 男性  

8 月 16 日（月曜日） 市内 162 例目 
（県内 3,459 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内 163 例目 
（県内 3,487 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 
 

市内 164 例目 
（県内 3,543 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  

8 月 17 日（火曜日） 市内 165 例目 30 歳代 女性 既陽性者関連  



 （県内 3,596 例目）  
〃  
 

市内 166 例目 
（県内 3,597 例目） 

10 歳未満 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 167 例目 
（県内 3,637 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

8 月 18 日（水曜日） 市内 168 例目 
（県内 3,707 例目） 

10 歳未満 女性 既陽性者関連 

〃 市内 169 例目 
（県内 3,719 例目） 

50 歳代 男性  

〃 市内 170 例目 
（県内 3,723 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連 

 
●171〜180 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 18 日（水曜日） 市内 171 例目 

（県内 3,765 例目） 
40 歳代 男性  

〃  
 

市内 172 例目 
（県内 3,825 例目） 

10 歳代 男性  

〃 市内 173 例目 
（県内 3,829 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 174 例目 
（県内 3,832 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連 

8 月 19 日（木曜日） 市内 175 例目 
（県内 3,943 例目） 

20 歳代 女性  

〃 市内 176 例目 
（県内 3,973 例目） 

10 歳未満 男性  

8 月 20 日（金曜日） 
 

市内 177 例目 
（県内 4,031 例目） 

70 歳代 男性 既陽性者関連 

〃  
 

市内 178 例目 
（県内 4,054 例目 

30 歳代 女性   

〃  市内 179 例目 
（県内 4,087 例目） 

20 歳代 女性  

〃  
 

市内 180 例目 
（県内 4,089 例目） 

30 歳代 女性  

 
 



 
●181〜190 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 20 日（金曜日） 
 

市内 181 例目 
（県内 4,108 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連 

8 月 21 日（土曜日） 市内 182 例目 
（県内 4,147 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 183 例目 
（県内 4,211 例目） 

30 歳代 男性  
 

 

8 月 23 日（月曜日） 
 

市内 184 例目 
（県内 4,400 例目） 

60 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 185 例目 
（県内 4,403 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 186 例目 
（県内 4,410 例目） 

40 歳代  女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 187 例目 
（県内 4,426 例目） 

70 歳代 男性  

〃 市内 188 例目 
（県内 4,430 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連 

8 月 24 日（火曜日） 市内 189 例目 
（県内 4,476 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 190 例目 
（県内 4,484 例目） 

60 歳代 男性 既陽性者関連  

 
 ●191〜200 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 24 日（火曜日） 市内 191 例目 

（県内 4,538 例目） 
20 歳代 
 

女性  

8 月 25 日（水曜日） 市内 192 例目 
（県内 4,585 例目） 

60 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 193 例目 
（県内 4,587 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連  

〃 市内 194 例目 
（県内 4,589 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  

〃 市内 195 例目 
（県内 4,592 例目） 

70 歳代 女性 既陽性者関連 



〃 市内 196 例目 
（県内 4,596 例目） 

80 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内 197 例目 
（県内 4,660 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  
 

8 月 26 日（木曜日） 市内 198 例目 
（県内 4,698 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 199 例目 
（県内 4,748 例目） 

60 歳代 男性  

〃 市内 200 例目 
（県内 4,753 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

 
    
●201〜210 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
8 月 27 日（金曜日） 市内 201 例目 

（県内 4,786 例目） 
30 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内 202 例目 
（県内 4,810 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  
 

市内 203 例目 
（県内 4,812 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連 

8 月 28 日（土曜日） 
 

市内 204 例目 
（県内 4,917 例目） 

70 歳代 
 

男性  

〃 市内 205 例目 
（県内 4,919 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内 206 例目 
（県内 4,923 例目） 

40 歳代 女性  

8 月 29 日（日曜日） 
 

市内 207 例目 
（県内 4,969 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 
 

市内 208 例目 
（県内 4,980 例目） 

40 歳代 男性  

8 月 30 日（月曜日） 市内 209 例目 
（県内 5,016 例目） 

50 歳代  女性 既陽性者関連 

〃 市内 210 例目 
（県内 5,037 例目） 

10 歳代 
 

女性 既陽性者関連 

 
 



●211〜220 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

8 月 31 日（火曜日） 
 

市内 211 例目 
（県内 5,081 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内 212 例目 
（県内 5,085 例目） 

60 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃 市内 213 例目 
（県内 5,115 例目） 

20 歳代 男性  

9 月 1 日（水曜日） 市内 214 例目 
（県内 5,149 例目） 

10 歳代 男性  

9 月 2 日（木曜日） 市内 215 例目 
（県内 5,247 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 216 例目 
（県内 5,256 例目） 

20 歳代 女性  

〃 市内 217 例目 
（県内 5,264 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内 218 例目 
（県内 5,269 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

9 月 3 日（金曜日） 市内 219 例目 
（県内 5,283 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連  
 

 市内 220 例目 
（県内 5,290 例目） 

10 歳代  女性 既陽性者関連 

 


