
県公表番号 178195例目 178196例目 178197例目 178198例目
年代 40歳代 20歳代 50歳代 10歳代
居住地 磐田市 湖西市 磐田市 磐田市
推定感染経路 不明・調査中 県外 県内 県内

県公表番号 178199例目 178200例目 178201例目 178202例目
年代 50歳代 40歳代 50歳代 20歳代
居住地 磐田市 磐田市 掛川市 袋井市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 178203例目 178204例目 178205例目 178206例目
年代 10歳未満 10歳代 70歳代 10歳代
居住地 袋井市 御前崎市 御前崎市 袋井市

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 178207例目 178208例目 178209例目 178210例目
年代 10歳未満 60歳代 70歳代 10歳未満
居住地 森町 森町 森町 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 178211例目 178212例目 178213例目 178214例目
年代 10歳代 10歳未満 70歳代 60歳代
居住地 磐田市 磐田市 御前崎市 袋井市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 178215例目 178216例目 178217例目 178218例目
年代 10歳代 10歳未満 10歳代 10歳代
居住地 湖西市 湖西市 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 178219例目 178220例目 178221例目 178222例目
年代 10歳代 10歳代 10歳未満 70歳代
居住地 掛川市 掛川市 湖西市 沼津市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内



県公表番号 178223例目 178224例目 178225例目 178226例目
年代 30歳代 30歳代 40歳代 70歳代
居住地 沼津市 沼津市 函南町 三島市

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 178227例目 178228例目 178229例目 178230例目
年代 40歳代 10歳未満 30歳代 50歳代
居住地 三島市 沼津市 伊豆の国市 伊豆市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 178231例目 178232例目 178233例目 178234例目
年代 10歳未満 40歳代 40歳代 10歳未満
居住地 沼津市 沼津市 裾野市 伊豆の国市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 178235例目 178236例目 178237例目 178238例目
年代 10歳未満 10歳代 40歳代 60歳代
居住地 函南町 函南町 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 178239例目 178240例目 178241例目 178242例目
年代 20歳代 30歳代 40歳代 10歳未満
居住地 函南町 沼津市 函南町 函南町

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 178243例目 178244例目 178245例目 178246例目
年代 10歳代 60歳代 30歳代 50歳代
居住地 函南町 沼津市 藤枝市 藤枝市

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 178247例目 178248例目 178249例目 178250例目
年代 20歳代 90歳代 60歳代 50歳代
居住地 藤枝市 吉田町 吉田町 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中



県公表番号 178251例目 178252例目 178253例目 178254例目
年代 30歳代 40歳代 50歳代 10歳未満
居住地 御前崎市 藤枝市 焼津市 牧之原市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 178255例目 178256例目 178257例目 178258例目
年代 50歳代 50歳代 30歳代 40歳代
居住地 藤枝市 牧之原市 島田市 島田市

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 178259例目 178260例目 178261例目 178262例目
年代 10歳未満 60歳代 20歳代 40歳代
居住地 島田市 富士宮市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 178263例目 178264例目 178265例目 178266例目
年代 40歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路


