
県公表番号 175823例目 175824例目 175825例目 175826例目
年代 10歳代 50歳代 10歳未満 10歳代
居住地 袋井市 磐田市 御前崎市 御前崎市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 175827例目 175828例目 175829例目 175830例目
年代 60歳代 10歳代 10歳未満 20歳代
居住地 掛川市 掛川市 森町 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県外

県公表番号 175831例目 175832例目 175833例目 175834例目
年代 60歳代 60歳代 60歳代 30歳代
居住地 袋井市 菊川市 袋井市 袋井市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175835例目 175836例目 175837例目 175838例目
年代 60歳代 10歳代 40歳代 50歳代
居住地 掛川市 掛川市 菊川市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175839例目 175840例目 175841例目 175842例目
年代 20歳代 10歳未満 20歳代 60歳代
居住地 掛川市 御前崎市 湖西市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 175843例目 175844例目 175845例目 175846例目
年代 30歳代 10歳代 10歳代 20歳代
居住地 磐田市 磐田市 磐田市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175847例目 175848例目 175849例目 175850例目
年代 50歳代 80歳代 60歳代 80歳代
居住地 磐田市 磐田市 掛川市 掛川市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内



県公表番号 175851例目 175852例目 175853例目 175854例目
年代 60歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 掛川市 掛川市 御前崎市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175855例目 175856例目 175857例目 175858例目
年代 20歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175859例目 175860例目 175861例目 175862例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳未満 20歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175863例目 175864例目 175865例目 175866例目
年代 20歳代 20歳代 20歳代 30歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 175867例目 175868例目 175869例目 175870例目
年代 10歳代 20歳代 20歳代 10歳未満
居住地 牧之原市 吉田町 焼津市 島田市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175871例目 175872例目 175873例目 175874例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳代 40歳代
居住地 焼津市 島田市 島田市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 175875例目 175876例目 175877例目 175878例目
年代 70歳代 40歳代 10歳代 10歳代
居住地 焼津市 焼津市 島田市 島田市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内



県公表番号 175879例目 175880例目 175881例目 175882例目
年代 10歳代 40歳代 10歳未満 30歳代
居住地 島田市 藤枝市 藤枝市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175883例目 175884例目 175885例目 175886例目
年代 10歳代 10歳未満 30歳代 40歳代
居住地 吉田町 御前崎市 伊東市 伊東市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 175887例目 175888例目 175889例目 175890例目
年代 10歳代 60歳代 10歳代 10歳未満
居住地 伊東市 伊東市 熱海市 富士市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 175891例目 175892例目 175893例目 175894例目
年代 70歳代 30歳代 10歳未満 30歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175895例目 175896例目 175897例目 175898例目
年代 50歳代 40歳代 40歳代 50歳代
居住地 富士市 富士宮市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 175899例目 175900例目 175901例目 175902例目
年代 10歳未満 20歳代 10歳未満 40歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 175903例目 175904例目 175905例目 175906例目
年代 10歳未満 60歳代 20歳代 90歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士宮市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内



県公表番号 175907例目 175908例目 175909例目 175910例目
年代 30歳代 50歳代 50歳代 50歳代
居住地 富士市 富士市 沼津市 沼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175911例目 175912例目 175913例目 175914例目
年代 10歳代 40歳代 20歳代 30歳代
居住地 三島市 伊豆の国市 伊豆の国市 伊豆の国市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175915例目 175916例目 175917例目 175918例目
年代 30歳代 30歳代 10歳未満 30歳代
居住地 裾野市 裾野市 伊豆の国市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175919例目 175920例目 175921例目 175922例目
年代 40歳代 50歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 沼津市 函南町 裾野市 裾野市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 175923例目 175924例目 175925例目 175926例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳未満 30歳代
居住地 函南町 函南町 三島市 伊豆の国市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 175927例目 175928例目 175929例目 175930例目
年代 30歳代 10歳未満 40歳代 20歳代
居住地 三島市 清水町 伊豆の国市 伊豆の国市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 175931例目 175932例目 175933例目 175934例目
年代 10歳代 40歳代 10歳代 50歳代
居住地 伊豆の国市 函南町 伊豆の国市 長泉町

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 175935例目 175936例目 175937例目 175938例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳未満 10歳代
居住地 清水町 裾野市 長泉町 三島市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 175939例目 175940例目 175941例目
年代 10歳未満 10歳未満 20歳代
居住地 裾野市 裾野市 函南町

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中


