
小城市内発生 221 例目〜300 例目 

●221~230 例目 
結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 

9 月 3 日（金曜日） 市内発生 221 例目 
（県内 5,309 例目） 

60 歳代 男性  

〃 市内発生 222 例目 
（県内 5,311 例目） 

20 歳代 男性  

9 月 4 日（土曜日） 市内発生 223 例目 
（県内 5,349 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 224 例目 
（県内 5,359 例目） 

30 歳代 
 

女性  

〃 市内発生 225 例目 
（県内 5,366 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連 

9 月 5 日（日曜日） 
  

市内発生 226 例目 
（県内 5,397 例目） 

30 歳代 
 

女性 既陽性者関連 

9 月 6 日（月曜日） 
  

市内発生 227 例目 
（県内 5,442 例目） 

60 歳代 男性  

〃 市内発生 228 例目 
（県内 5,446 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

9 月 7 日（火曜日） 市内発生 229 例目 
（県内 5,461 例目） 

40 歳代 男性  

〃 市内発生 230 例目 
（県内 5,473 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

 
 
●231〜240 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
9 月 8 日（水曜日） 
  

市内発生 231 例目 
（県内 5,488 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 232 例目 
（県内 5,489 例目） 

10 歳未満 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 233 例目 
（県内 5,490 例目） 

80 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 234 例目 
（県内 5,491 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 



〃 市内発生 235 例目 
（県内 5,492 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 236 例目 
（県内 5,507 例目） 

40 歳代 女性  

9 月 9 日（木曜日） 
  

市内発生 237 例目 
（県内 5,515 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 

9 月 10 日（金曜日） 
 

市内発生 238 例目 
（県内 5,540 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

9 月 12 日（日曜日） 市内発生 239 例目 
（県内 5,580 例目） 

10 歳代 女性 既陽性者関連 

9 月 15 日（水曜日） 市内発生 240 例目 
（県内 5,631 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連 

 
 
●241〜250 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
9 月 16 日（木曜日） 
  

市内発生 241 例目 
（県内 5,641 例目） 

20 歳代 男性  

9 月 17 日（金曜日） 
  

市内発生 242 例目 
（県内 5,643 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連  
 

9 月 23 日（木曜日） 市内発生 243 例目 
（県内 5,689 例目） 

30 歳代 女性  

〃 市内発生 244 例目 
（県内 5,692 例目） 

20 歳代 女性  

9 月 25 日（土曜日） 市内発生 245 例目 
（県内 5,699 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 246 例目 
（県内 5,705 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 

9 月 28 日（火曜日） 市内発生 247 例目 
（県内 5,726 例目） 

  50 歳代 男性 既陽性者関連 

10 月 24 日（日曜日） 市内発生 248 例目 
（県内 5,841 例目） 

70 歳代 男性 既陽性者関連 

10 月 25 日（月曜日） 市内発生 249 例目 
（県内 5,846 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 

令和 4 年 1 月 7 日
（金曜日） 

市内発生 250 例目 
（県内 5,938 例目） 

20 歳代 男性 新規 



 
●251〜260 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
1 月 8 日（土曜日） 市内発生 251 例目 

（県内 5,979 例目） 
30 歳代 女性 既陽性者関連 

1 月 9 日（日曜日） 
 

市内発生 252 例目 
（県内 6,039 例目） 

  70 歳代 女性 既陽性者関連 

1 月 10 日（月曜日） 市内発生 253 例目 
（県内 6,108 例目） 

90 歳代以
上 

女性 既陽性者関連  
 

1 月 12 日（水曜日） 市内発生 254 例目 
（県内 6,197 例目） 

20 歳代 女性 新規 

〃 市内発生 255 例目 
（県内 6,227 例目） 

10 歳代 男性 新規 

〃 市内発生 256 例目 
（県内 6,271 例目） 

20 歳代 男性 新規 

1 月 13 日（木曜日） 
 

市内発生 257 例目 
（県内 6,336 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 258 例目 
（県内 6,368 例目 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃 市内発生 259 例目 
（県内 6,379 例目） 

80 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 260 例目 
（県内 6,390 例目） 

70 歳代 女性 新規 

 
 
 ●261〜270 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
1 月 13 日（木曜日） 
 

市内発生 261 例目 
（県内 6,399 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 262 例目 
（県内 6,410 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  市内発生 263 例目 
（県内 6,413 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連 

1 月 14 日（金曜日） 
 

市内発生 264 例目 
（県内 6,494 例目） 

80 歳代 男性 既陽性者関連  
 



〃 市内発生 265 例目 
（県内 6,506 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 266 例目 
（県内 6,509 例目） 

10 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 267 例目 
（県内 6,532 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連  
 

1 月 15 日（土曜日） 
 

市内発生 268 例目
（県内 6,561 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 269 例目 
（県内 6,570 例目） 

40 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃 
  

市内発生 270 例目 
（県内 6,574 例目） 

70 歳代 男性 既陽性者関連  

 
    
●271〜280 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
1 月 15 日（土曜日） 市内発生 271 例目 

（県内 6,593 例目） 
10 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 272 例目 
（県内 6,594 例目） 

40 歳代  女性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 273 例目 
（県内 6,652 例目） 

90 歳代以
上 

女性 既陽性者関連 

〃 市内発生 274 例目 
（県内 6,654 例目） 

20 歳代 男性 新規 

〃 市内発生 275 例目 
（県内 6,681 例目） 

  20 歳代 男性 新規  
 

〃 市内発生 276 例目 
（県内 6,710 例目） 

20 歳代 男性 既陽性者関連 

1 月 16 日（日曜日） 
 

市内発生 277 例目
（県内 6,740 例目） 

50 歳代 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 278 例目 
（県内 6,768 例目） 

10 歳未満 男性 既陽性者関連 

〃 市内発生 279 例目 
（県内 6,770 例目） 

20 歳代 男性 新規 

〃 市内発生 280 例目 
（県内 6,781 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 



 
●281〜290 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
1 月 16 日（日曜日） 
 

市内発生 281 例目 
（県内 6,786 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  市内発生 282 例目 
（県内 6,806 例目） 

50 歳代 男性 新規  
 

〃  
 

市内発生 283 例目
（県内 6,807 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  市内発生 284 例目 
（県内 6,814 例目） 

  20 歳代 女性 既陽性者関連  
 

 〃  市内発生 285 例目 
（県内 6,850 例目） 

20 歳代 女性 新規  
 

1 月 17 日（月曜日） 
 

市内発生 286 例目 
（県内 6,859 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連  

〃  市内発生 287 例目 
（県内 6,872 例目） 

30 歳代 男性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 288 例目 
（県内 6,969 例目） 

50 歳代 女性 新規  
 

〃  市内発生 289 例目 
（県内 6,973 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃 市内発生 290 例目 
（県内 6,981 例目） 

10 歳代 男性 新規 

 
●291〜300 例目 

結果判明日 陽性者№ 年代 性別 備考 
1 月 18 日（火曜日） 
 

市内発生 291 例目 
（県内 7,019 例目） 

20 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  
  

市内発生 292 例目 
（県内 7,044 例目） 

10 歳代 女性 新規  
 

〃  
 

市内発生 293 例目 
（県内 7,056 例目） 

10 歳未満 女性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 294 例目 
（県内 7,070 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連 

〃  市内発生 295 例目 
（県内 7,072 例目） 

80 歳代 男性 既陽性者関連  
 



〃  市内発生 296 例目 
（県内 7,073 例目） 

80 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 297 例目 
（県内 7,075 例目） 

40 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃  市内発生 298 例目 
（県内 7,076 例目） 

60 歳代 女性 既陽性者関連  
 

〃  
 

市内発生 299 例目 
（県内 7,093 例目） 

30 歳代 女性 既陽性者関連  

〃 
 

市内発生 300 例目 
（県内 7,094 例目） 

50 歳代 女性 既陽性者関連  

 


