
県公表番号 177678例目 177679例目 177680例目 177681例目
年代 50歳代 20歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 掛川市 浜松市 御前崎市 御前崎市

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 177682例目 177683例目 177684例目 177685例目
年代 30歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 御前崎市 袋井市 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 177686例目 177687例目 177688例目 177689例目
年代 70歳代 40歳代 90歳代 10歳未満
居住地 菊川市 掛川市 磐田市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177690例目 177691例目 177692例目 177693例目
年代 10歳未満 60歳代 10歳代 20歳代
居住地 御前崎市 磐田市 磐田市 湖西市

推定感染経路 県内 県外 県内 不明・調査中

県公表番号 177694例目 177695例目 177696例目 177697例目
年代 20歳代 30歳代 30歳代 20歳代
居住地 湖西市 袋井市 磐田市 袋井市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 177698例目 177699例目 177700例目 177701例目
年代 30歳代 40歳代 40歳代 10歳代
居住地 磐田市 湖西市 掛川市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177702例目 177703例目 177704例目 177705例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳未満 50歳代
居住地 御前崎市 湖西市 掛川市 磐田市

推定感染経路 県内 県外 県内 県内



県公表番号 177706例目 177707例目 177708例目 177709例目
年代 10歳未満 80歳代 80歳代 10歳代
居住地 御前崎市 磐田市 磐田市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 177710例目 177711例目 177712例目 177713例目
年代 80歳代 60歳代 30歳代 10歳未満
居住地 磐田市 下田市 下田市 下田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177714例目 177715例目 177716例目 177717例目
年代 30歳代 50歳代 60歳代 20歳代
居住地 下田市 下田市 熱海市 伊東市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 177718例目 177719例目 177720例目 177721例目
年代 10歳代 10歳未満 20歳代 40歳代
居住地 県外 熱海市 御殿場市 御殿場市

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 177722例目 177723例目 177724例目 177725例目
年代 40歳代 10歳未満 30歳代 30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 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177726例目 177727例目 177728例目 177729例目
年代 30歳代 50歳代 50歳代 10歳代
居住地 伊豆の国市 御殿場市 小山町 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 県内

県公表番号 177730例目 177731例目 177732例目 177733例目
年代 50歳代 70歳代 70歳代 60歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 函南町

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 177734例目 177735例目 177736例目 177737例目
年代 50歳代 30歳代 30歳代 30歳代
居住地 三島市 函南町 函南町 函南町

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177738例目 177739例目 177740例目 177741例目
年代 50歳代 10歳代 30歳代 40歳代
居住地 沼津市 函南町 伊豆の国市 沼津市

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 177742例目 177743例目 177744例目 177745例目
年代 30歳代 80歳代 30歳代 40歳代
居住地 裾野市 長泉町 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 177746例目 177747例目 177748例目 177749例目
年代 10歳未満 60歳代 30歳代 10歳未満
居住地 函南町 沼津市 沼津市 伊豆の国市

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 177750例目 177751例目 177752例目 177753例目
年代 10歳代 20歳代 30歳代 30歳代
居住地 清水町 清水町 伊豆の国市 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 177754例目 177755例目 177756例目 177757例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳代 30歳代
居住地 函南町 函南町 函南町 長泉町

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 177758例目 177759例目 177760例目 177761例目
年代 50歳代 50歳代 70歳代 40歳代
居住地 伊豆の国市 伊豆市 三島市 函南町

推定感染経路 県内 県内 県内 県内



県公表番号 177762例目 177763例目 177764例目 177765例目
年代 10歳代 30歳代 40歳代 80歳代
居住地 函南町 伊豆市 長泉町 沼津市

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 177766例目 177767例目 177768例目 177769例目
年代 40歳代 40歳代 10歳未満 10歳代
居住地 函南町 裾野市 三島市 函南町

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 177770例目 177771例目 177772例目 177773例目
年代 30歳代 10歳代 50歳代 20歳代
居住地 沼津市 沼津市 長泉町 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 177774例目 177775例目 177776例目 177777例目
年代 10歳未満 20歳代 30歳代 20歳代
居住地 伊豆の国市 裾野市 富士市 富士市

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 177778例目 177779例目 177780例目 177781例目
年代 50歳代 20歳代 30歳代 20歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

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 177782例目 177783例目 177784例目 177785例目
年代 10歳代 10歳未満 40歳代 10歳未満
居住地 富士市 富士市 富士宮市 富士市

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 177786例目 177787例目 177788例目 177789例目
年代 10歳未満 20歳代 30歳代 40歳代
居住地 富士市 藤枝市 焼津市 島田市

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 177790例目 177791例目 177792例目 177793例目
年代 20歳代 40歳代 20歳代 20歳代
居住地 藤枝市 島田市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 177794例目 177795例目 177796例目 177797例目
年代 20歳代 10歳未満 30歳代 70歳代
居住地 島田市 島田市 島田市 島田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 177798例目 177799例目 177800例目 177801例目
年代 30歳代 40歳代 40歳代 50歳代
居住地 藤枝市 焼津市 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 県内

県公表番号 177802例目 177803例目 177804例目 177805例目
年代 20歳代 40歳代 60歳代 60歳代
居住地 焼津市 吉田町 藤枝市 川根本町

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 177806例目 177807例目 177808例目 177809例目
年代 40歳代 50歳代 10歳未満 60歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 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 177810例目 177811例目 177812例目 177813例目
年代 90歳代 30歳代 30歳代 10歳未満
居住地 島田市 吉田町 御前崎市 牧之原市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 177814例目 177815例目 177816例目
年代 60歳代 60歳代 60歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 島田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県外


