
■狛江市内の新型コロナウイルス感染者（患者情報、一人別) 

患者情報
（年代、性別)

3月31日 19 (1)30代,男性、(2)30代,女性、(3)60代,女性、(4)60代,男性、(5)10代,女性、
(6)20代,男性、(7)10歳未満,男性、(8)50代,女性、(9)30代,女性、(10)30代,女性、
(11)10歳未満,女性、(12)40代,男性、(13)10歳未満,女性、(14)40代,女性、(15)20代,女性、
(16)10歳未満,女性、(17)10代,男性、(18)50代,女性、(19)20代,男性、(20)20代,女性、
(21)10代,男性、(22)20代,男性
※東京都より令和4年2月分の患者数から修正の発表があったため、新規患者数の数値と一致していません。

※接触歴あり5人,海外渡航歴0人
3月30日 17 (1)20代,女性、(2)30代,男性、(3)90代,女性、(4)90代,女性、(5)20代,男性、

(6)30代,女性、(7)50代,女性、(8)30代,男性、(9)30代,女性、(10)20代,男性、
(11)50代,男性、(12)10代,女性、(13)40代,女性、(14)40代,女性、(15)40代,男性、
(16)50代,女性、(17)40代,女性

※接触歴あり5人,海外渡航歴0人
3月29日 40 (1)10歳未満,女性、(2)70代,女性、(3)10歳未満,男性、(4)30代,男性、(5)20代,男性、

(6)10歳未満,男性、(7)10代,男性、(8)10代,男性、(9)40代,女性、(10)40代,男性、
(11)10歳未満,女性、(12)40代,男性、(13)10代,男性、(14)10代,女性、(15)40代,女性、
(16)10歳未満,男性、(17)10歳未満,男性、(18)40代,女性、(19)10歳未満,男性、(20)50代,男性、
(21)10歳未満,女性、(22)10代,男性、(23)20代,女性、(24)40代,女性、(25)10歳未満,男性、
(26)10代,女性、(27)10歳未満,女性、(28)30代,女性、(29)30代,女性、(30)10歳未満,女性、
(31)10代,女性、(32)10歳未満,男性、(33)30代,男性、(34)40代,女性、(35)20代,男性、
(36)20代,男性、(37)40代,男性、(38)10代,男性、(39)30代,女性、(40)10歳未満,男性

※接触歴あり21人,海外渡航歴0人
3月28日 24 (1)10歳未満,女性、(2)10代,男性、(3)50代,女性、(4)40代,男性、(5)50代,男性、

(6)10歳未満,女性、(7)30代,女性、(8)30代,男性、(9)10歳未満,男性、(10)20代,女性、
(11)30代,女性、(12)30代,男性、(13)50代,女性、(14)10代,男性、(15)20代,女性、
(16)30代,女性、(17)20代,女性、(18)20代,男性、(19)30代,女性、(20)20代,男性、
(21)30代,男性、(22)10歳未満,男性、(23)20代,女性、(24)40代,男性

※接触歴あり6人,海外渡航歴0人
3月27日 40 (1)10歳未満,女性、(2)10歳未満,男性、(3)20代,女性、(4)10代,女性、(5)30代,女性、

(6)10代,女性、(7)50代,女性、(8)10歳未満,女性、(9)10歳未満,女性、(10)30代,女性、
(11)20代,女性、(12)30代,男性、(13)10歳未満,女性、(14)10代,女性、(15)40代,女性、
(16)10代,女性、(17)20代,女性、(18)20代,男性、(19)50代,男性、(20)20代,女性、
(21)20代,女性、(22)50代,女性、(23)40代,女性、(24)40代,女性、(25)40代,女性、
(26)40代,男性、(27)30代,男性、(28)10歳未満,男性、(29)10代,女性、(30)10代,男性、
(31)30代,男性、(32)20代,男性、(33)30代,男性、(34)40代,女性、(35)10歳未満,女性、
(36)70代,男性、(37)50代,女性、(38)20代,女性、(39)60代,女性、(40)40代,女性

※接触歴あり18人,海外渡航歴0人
3月26日 33 (1)10歳未満,女性、(2)10代,女性、(3)20代,女性、(4)40代,男性、(5)30代,女性、

(6)20代,男性、(7)40代,女性、(8)40代,男性、(9)20代,男性、(10)30代,女性、
(11)10代,男性、(12)20代,女性、(13)10代,男性、(14)40代,男性、(15)10代,男性、
(16)20代,男性、(17)50代,男性、(18)60代,男性、(19)50代,男性、(20)10歳未満,男性、
(21)20代,女性、(22)50代,男性、(23)10代,男性、(24)10歳未満,女性、(25)30代,女性、
(26)20代,女性、(27)30代,女性、(28)10歳未満,女性、(29)30代,女性、(30)40代,女性、
(31)10代,男性、(32)10代,男性、(33)60代,男性

※接触歴あり10人,海外渡航歴0人
3月25日 31 (1)10代,女性、(2)20代,男性、(3)30代,女性、(4)10歳未満,女性、(5)10歳未満,女性、

(6)30代,女性、(7)90代,女性、(8)50代,男性、(9)30代,女性、(10)10歳未満,女性、
(11)30代,女性、(12)50代,女性、(13)10代,男性、(14)10歳未満,男性、(15)10歳未満,男性、
(16)10歳未満,男性、(17)40代,男性、(18)10歳未満,女性、(19)30代,男性、(20)20代,男性、
(21)40代,女性、(22)30代,男性、(23)10代,女性、(24)50代,女性、(25)10代,女性、
(26)10歳未満,男性、(27)10代,男性、(28)30代,女性、(29)10歳未満,女性、(30)40代,女性、
(31)40代,男性

※接触歴あり19人,海外渡航歴0人
3月24日 8 (1)50代,男性、(2)20代,男性、(3)40代,男性、(4)20代,女性、(5)40代,女性、

(6)10歳未満,女性、(7)30代,女性、(8)50代,男性
※接触歴あり3人,海外渡航歴0人

3月23日 9 (1)10歳未満,女性、(2)40代,男性、(3)10代,女性、(4)30代,男性、(5)50代,男性、
(6)70代,女性、(7)30代,男性、(8)10代,男性、(9)10歳未満,男性

※接触歴あり5人,海外渡航歴0人
3月22日 28 (1)10歳未満,男性、(2)90代,女性、(3)100歳以上,女性、(4)20代,男性、(5)20代,女性、

(6)10歳未満,女性、(7)20代,女性、(8)50代,男性、(9)10代,男性、(10)10歳未満,男性、
(11)40代,女性、(12)10代,女性、(13)10歳未満,男性、(14)10歳未満,女性、(15)30代,女性、
(16)30代,男性、(17)20代,男性、(18)60代,男性、(19)10代,男性、(20)10歳未満,女性、
(21)50代,男性、(22)10歳未満,男性、(23)30代,女性、(24)20代,男性、(25)40代,女性、
(26)40代,男性、(27)50代,女性、(28)20代,男性

※接触歴あり15人,海外渡航歴0人
3月21日 31 (1)40代,女性、(2)30代,女性、(3)30代,男性、(4)40代,女性、(5)10歳未満,男性、

(6)10歳未満,男性、(7)50代,女性、(8)30代,男性、(9)40代,女性、(10)20代,女性、
(11)20代,男性、(12)20代,男性、(13)90代,女性、(14)40代,男性、(15)10歳未満,男性、
(16)10歳未満,女性、(17)30代,女性、(18)10代,男性、(19)30代,男性、(20)20代,男性、
(21)30代,男性、(22)60代,男性、(23)10歳未満,女性、(24)40代,女性、(25)30代,女性、
(26)30代,女性、(27)40代,男性、(28)20代,男性、(29)40代,男性、(30)40代,女性、
(31)40代,男性

※接触歴あり18人,海外渡航歴0人

（東京都公表日：令和4年3月1日～3月31日)
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患者数（人)



3月20日 24 (1)50代,女性、(2)20代,女性、(3)50代,男性、(4)40代,男性、(5)20代,男性、
(6)10歳未満,女性、(7)10歳未満,男性、(8)20代,女性、(9)10歳未満,男性、(10)30代,男性、
(11)30代,女性、(12)40代,男性、(13)50代,女性、(14)10代,男性、(15)10歳未満,女性、
(16)20代,女性、(17)10代,男性、(18)40代,女性、(19)30代,女性、(20)40代,男性、
(21)30代,男性、(22)10代,女性、(23)10代,女性、(24)30代,女性

※接触歴あり12人,海外渡航歴0人
3月19日 34 (1)20代,女性、(2)30代,男性、(3)30代,男性、(4)60代,男性、(5)10歳未満,女性、

(6)30代,女性、(7)10歳未満,女性、(8)10歳未満,男性、(9)40代,女性、(10)40代,男性、
(11)10代,女性、(12)10歳未満,男性、(13)10歳未満,男性、(14)50代,女性、(15)10代,男性、
(16)10代,男性、(17)20代,女性、(18)50代,男性、(19)20代,女性、(20)10歳未満,女性、
(21)10代,男性、(22)30代,男性、(23)10歳未満,男性、(24)10歳未満,男性、(25)10歳未満,男性、
(26)30代,女性、(27)20代,男性、(28)40代,男性、(29)30代,男性、(30)10歳未満,女性、
(31)10代,女性、(32)10代,男性、(33)10代,男性、(34)30代,男性

※接触歴あり18人,海外渡航歴0人
3月18日 44 (1)80代,女性、(2)10歳未満,女性、(3)10歳未満,女性、(4)20代,女性、(5)40代,女性、

(6)40代,男性、(7)50代,女性、(8)30代,女性、(9)10歳未満,男性、(10)40代,男性、
(11)40代,男性、(12)20代,男性、(13)10歳未満,女性、(14)30代,女性、(15)40代,女性、
(16)10代,男性、(17)10代,男性、(18)20代,男性、(19)30代,男性、(20)20代,女性、
(21)20代,女性、(22)60代,女性、(23)40代,女性、(24)40代,女性、(25)30代,男性、
(26)60代,女性、(27)40代,女性、(28)10代,男性、(29)40代,男性、(30)40代,男性、
(31)30代,女性、(32)20代,女性、(33)20代,男性、(34)10歳未満,男性、(35)30代,女性、
(36)10代,女性、(37)20代,女性、(38)40代,男性、(39)20代,男性、(40)40代,男性、
(41)30代,女性、(42)10代,男性、(43)10歳未満,女性、(44)30代,女性

※接触歴あり25人,海外渡航歴0人
3月17日 54 (1)40代,男性、(2)20代,女性、(3)40代,女性、(4)20代,女性、(5)70代,女性、

(6)10歳未満,男性、(7)90代,女性、(8)90代,男性、(9)30代,女性、(10)80代,女性、
(11)30代,女性、(12)10代,男性、(13)30代,男性、(14)30代,女性、(15)10代,女性、
(16)10歳未満,男性、(17)10歳未満,男性、(18)10歳未満,男性、(19)10歳未満,女性、(20)50代,男性、
(21)20代,女性、(22)50代,女性、(23)10歳未満,女性、(24)30代,男性、(25)30代,女性、
(26)60代,女性、(27)30代,女性、(28)10歳未満,男性、(29)10代,男性、(30)10歳未満,男性、
(31)10歳未満,女性、(32)40代,男性、(33)30代,女性、(34)10歳未満,男性、(35)10代,女性、
(36)30代,女性、(37)30代,女性、(38)10歳未満,女性、(39)10歳未満,男性、(40)40代,女性、
(41)20代,女性、(42)10代,女性、(43)50代,女性、(44)10歳未満,男性、(45)30代,女性、
(46)50代,女性、(47)10代,男性、(48)40代,男性、(49)40代,女性、(50)30代,女性、
(51)10歳未満,女性、(52)20代,男性、(53)40代,女性、(54)80代,男性

※接触歴あり33人,海外渡航歴0人
3月16日 15 (1)10歳未満,男性、(2)10代,男性、(3)20代,女性、(4)50代,男性、(5)10代,男性、

(6)10代,男性、(7)10代,男性、(8)30代,女性、(9)30代,女性、(10)30代,男性、
(11)20代,男性、(12)10歳未満,女性、(13)10代,男性、(14)30代,男性、(15)20代,男性

※接触歴あり8人,海外渡航歴0人
3月15日 55 (1)10歳未満,女性、(2)90代,女性、(3)80代,女性、(4)90代,女性、(5)40代,男性、

(6)80代,女性、(7)70代,女性、(8)90代,男性、(9)80代,男性、(10)80代,男性、
(11)30代,男性、(12)10歳未満,女性、(13)10歳未満,男性、(14)20代,男性、(15)40代,女性、
(16)10歳未満,女性、(17)20代,女性、(18)40代,女性、(19)30代,女性、(20)10歳未満,男性、
(21)20代,男性、(22)10歳未満,男性、(23)40代,男性、(24)60代,男性、(25)20代,男性、
(26)40代,女性、(27)10歳未満,女性、(28)30代,女性、(29)50代,男性、(30)10歳未満,女性、
(31)40代,男性、(32)40代,女性、(33)10代,男性、(34)20代,男性、(35)30代,女性、
(36)10代,女性、(37)50代,男性、(38)40代,男性、(39)10歳未満,女性、(40)10歳未満,男性、
(41)40代,女性、(42)50代,男性、(43)10歳未満,女性、(44)20代,女性、(45)10代,女性、
(46)40代,女性、(47)20代,女性、(48)10代,女性、(49)10歳未満,女性、(50)20代,女性、
(51)10歳未満,男性、(52)30代,男性、(53)10歳未満,女性、(54)20代,女性、(55)10代,女性

※接触歴あり28人,海外渡航歴0人
3月14日 60 (1)40代,男性、(2)10代,男性、(3)20代,男性、(4)10歳未満,男性、(5)10歳未満,女性、

(6)10歳未満,女性、(7)40代,女性、(8)10代,女性、(9)20代,女性、(10)40代,女性、
(11)70代,女性、(12)10歳未満,女性、(13)30代,女性、(14)10代,男性、(15)40代,女性、
(16)20代,女性、(17)20代,男性、(18)10歳未満,女性、(19)50代,男性、(20)10代,女性、
(21)10歳未満,女性、(22)50代,男性、(23)50代,男性、(24)20代,女性、(25)10歳未満,女性、
(26)20代,男性、(27)20代,女性、(28)40代,女性、(29)30代,女性、(30)10代,女性、
(31)40代,男性、(32)10歳未満,男性、(33)20代,女性、(34)20代,男性、(35)30代,男性、
(36)10歳未満,男性、(37)30代,男性、(38)20代,男性、(39)10歳未満,女性、(40)30代,女性、
(41)30代,男性、(42)40代,男性、(43)60代,女性、(44)40代,男性、(45)40代,男性、
(46)10歳未満,女性、(47)30代,女性、(48)40代,女性、(49)10歳未満,男性、(50)10代,男性、
(51)40代,女性、(52)10歳未満,男性、(53)10歳未満,女性、(54)40代,女性、(55)40代,女性、
(56)30代,男性、(57)20代,男性、(58)40代,男性、(59)30代,男性、(60)30代,女性

※接触歴あり33人,海外渡航歴0人
3月13日 47 (1)10歳未満,女性、(2)30代,男性、(3)40代,女性、(4)20代,女性、(5)10歳未満,女性、

(6)10代,男性、(7)10歳未満,男性、(8)20代,女性、(9)10歳未満,男性、(10)50代,女性、
(11)30代,男性、(12)10歳未満,男性、(13)60代,男性、(14)10歳未満,女性、(15)80代,男性、
(16)10歳未満,女性、(17)50代,女性、(18)10歳未満,女性、(19)10代,男性、(20)30代,女性、
(21)10歳未満,男性、(22)10代,男性、(23)10代,女性、(24)60代,女性、(25)50代,男性、
(26)10代,男性、(27)30代,女性、(28)40代,男性、(29)50代,女性、(30)60代,女性、
(31)70代,女性、(32)50代,女性、(33)40代,女性、(34)10歳未満,男性、(35)10代,男性、
(36)20代,男性、(37)60代,女性、(38)40代,女性、(39)40代,男性、(40)10歳未満,女性、
(41)10歳未満,女性、(42)50代,男性、(43)30代,男性、(44)10歳未満,男性、(45)40代,女性、
(46)30代,女性、(47)40代,男性

※接触歴あり25人,海外渡航歴0人



3月12日 65 (1)40代,女性、(2)10代,男性、(3)10代,女性、(4)20代,女性、(5)30代,男性、
(6)20代,男性、(7)30代,女性、(8)10代,男性、(9)20代,女性、(10)80代,男性、
(11)20代,男性、(12)20代,女性、(13)60代,女性、(14)10歳未満,女性、(15)20代,男性、
(16)40代,男性、(17)50代,女性、(18)40代,女性、(19)40代,女性、(20)80代,女性、
(21)10歳未満,男性、(22)20代,男性、(23)10代,男性、(24)50代,男性、(25)80代,男性、
(26)20代,女性、(27)90代,女性、(28)10代,女性、(29)30代,女性、(30)30代,女性、
(31)30代,男性、(32)20代,女性、(33)30代,男性、(34)10歳未満,女性、(35)50代,女性、
(36)20代,男性、(37)40代,男性、(38)30代,女性、(39)50代,男性、(40)50代,男性、
(41)10代,女性、(42)30代,男性、(43)20代,女性、(44)30代,女性、(45)50代,女性、
(46)10歳未満,女性、(47)10代,女性、(48)10歳未満,女性、(49)10代,男性、(50)10歳未満,女性、
(51)20代,女性、(52)30代,女性、(53)10代,女性、(54)10歳未満,女性、(55)30代,男性、
(56)10歳未満,男性、(57)40代,男性、(58)10歳未満,男性、(59)40代,男性、(60)20代,女性、
(61)40代,女性、(62)10代,女性、(63)10代,男性、(64)10歳未満,男性、(65)30代,男性

※接触歴あり33人,海外渡航歴0人
3月11日 74 (1)10代,男性、(2)40代,女性、(3)30代,女性、(4)20代,女性、(5)20代,男性、

(6)30代,男性、(7)30代,女性、(8)40代,男性、(9)10代,男性、(10)30代,女性、
(11)30代,女性、(12)10代,男性、(13)60代,女性、(14)30代,女性、(15)10代,男性、
(16)30代,男性、(17)30代,女性、(18)90代,女性、(19)10歳未満,女性、(20)10歳未満,女性、
(21)90代,男性、(22)20代,男性、(23)10歳未満,男性、(24)10歳未満,男性、(25)50代,男性、
(26)20代,男性、(27)10歳未満,男性、(28)30代,男性、(29)30代,女性、(30)40代,女性、
(31)10歳未満,男性、(32)90代,女性、(33)10歳未満,男性、(34)30代,女性、(35)20代,女性、
(36)40代,男性、(37)30代,男性、(38)10歳未満,男性、(39)10代,女性、(40)10代,女性、
(41)60代,男性、(42)30代,女性、(43)10歳未満,男性、(44)30代,男性、(45)60代,女性、
(46)30代,女性、(47)40代,男性、(48)40代,女性、(49)10歳未満,男性、(50)70代,男性、
(51)30代,男性、(52)20代,男性、(53)50代,女性、(54)10歳未満,男性、(55)10代,男性、
(56)40代,男性、(57)30代,男性、(58)10代,男性、(59)10歳未満,男性、(60)40代,男性、
(61)10代,男性、(62)50代,男性、(63)40代,男性、(64)20代,男性、(65)40代,男性、
(66)10歳未満,男性、(67)20代,男性、(68)20代,男性、(69)10歳未満,男性、(70)20代,女性、
(71)30代,女性、(72)30代,女性、(73)20代,女性、(74)40代,女性

※接触歴あり45人,海外渡航歴0人
3月10日 65 (1)20代,女性、(2)20代,男性、(3)20代,男性、(4)10代,男性、(5)10代,女性、

(6)40代,女性、(7)20代,女性、(8)50代,男性、(9)20代,女性、(10)10歳未満,男性、
(11)30代,女性、(12)30代,女性、(13)10歳未満,女性、(14)40代,男性、(15)80代,男性、
(16)40代,女性、(17)30代,女性、(18)10歳未満,男性、(19)30代,女性、(20)10歳未満,女性、
(21)10歳未満,女性、(22)40代,男性、(23)10歳未満,女性、(24)70代,女性、(25)10歳未満,女性、
(26)10歳未満,男性、(27)40代,女性、(28)20代,女性、(29)30代,女性、(30)40代,女性、
(31)30代,男性、(32)10歳未満,女性、(33)40代,男性、(34)10歳未満,男性、(35)10代,男性、
(36)20代,女性、(37)20代,男性、(38)50代,女性、(39)10歳未満,男性、(40)10歳未満,女性、
(41)20代,女性、(42)40代,男性、(43)30代,女性、(44)10代,男性、(45)10歳未満,女性、
(46)40代,女性、(47)10歳未満,女性、(48)50代,男性、(49)10歳未満,女性、(50)50代,女性、
(51)10歳未満,女性、(52)10代,男性、(53)10代,女性、(54)40代,男性、(55)50代,女性、
(56)10代,男性、(57)30代,女性、(58)10歳未満,男性、(59)10代,男性、(60)50代,男性、
(61)30代,男性、(62)40代,女性、(63)10代,女性、(64)50代,女性、(65)40代,男性

※接触歴あり38人,海外渡航歴0人
3月9日 17 (1)40代,女性、(2)10歳未満,女性、(3)90代,男性、(4)10歳未満,男性、(5)10代,男性、

(6)40代,男性、(7)50代,男性、(8)40代,女性、(9)40代,男性、(10)10歳未満,女性、
(11)30代,男性、(12)10歳未満,女性、(13)40代,女性、(14)30代,男性、(15)10歳未満,男性、
(16)40代,女性、(17)40代,女性

※接触歴あり8人,海外渡航歴0人
3月8日 45 (1)10歳未満,女性、(2)10歳未満,女性、(3)10歳未満,男性、(4)20代,男性、(5)10歳未満,男性、

(6)10歳未満,女性、(7)40代,女性、(8)10歳未満,男性、(9)50代,女性、(10)10歳未満,男性、
(11)10歳未満,男性、(12)30代,男性、(13)20代,男性、(14)40代,女性、(15)10歳未満,女性、
(16)60代,男性、(17)20代,女性、(18)20代,女性、(19)20代,男性、(20)10歳未満,男性、
(21)30代,男性、(22)50代,女性、(23)50代,男性、(24)10歳未満,女性、(25)30代,女性、
(26)20代,女性、(27)20代,女性、(28)10代,男性、(29)10歳未満,男性、(30)30代,女性、
(31)40代,女性、(32)40代,女性、(33)10歳未満,女性、(34)20代,女性、(35)10歳未満,男性、
(36)40代,男性、(37)20代,女性、(38)70代,男性、(39)40代,女性、(40)30代,男性、
(41)30代,男性、(42)20代,女性、(43)10歳未満,男性、(44)50代,女性、(45)30代,女性

※接触歴あり22人,海外渡航歴0人
3月7日 70 (1)10歳未満,女性、(2)10歳未満,女性、(3)30代,女性、(4)50代,男性、(5)30代,男性、

(6)30代,女性、(7)10歳未満,男性、(8)10歳未満,男性、(9)20代,男性、(10)20代,女性、
(11)10歳未満,男性、(12)10歳未満,女性、(13)10歳未満,男性、(14)10歳未満,男性、(15)10歳未満,男性、
(16)10歳未満,男性、(17)40代,女性、(18)40代,男性、(19)30代,男性、(20)60代,女性、
(21)20代,女性、(22)10歳未満,男性、(23)20代,女性、(24)10歳未満,男性、(25)10歳未満,男性、
(26)30代,女性、(27)10代,男性、(28)70代,女性、(29)40代,女性、(30)80代,男性、
(31)10歳未満,男性、(32)30代,女性、(33)50代,男性、(34)30代,女性、(35)20代,女性、
(36)20代,男性、(37)30代,男性、(38)10歳未満,男性、(39)40代,男性、(40)40代,男性、
(41)10歳未満,女性、(42)10歳未満,男性、(43)10代,女性、(44)30代,女性、(45)30代,女性、
(46)10歳未満,男性、(47)30代,女性、(48)40代,女性、(49)10歳未満,男性、(50)10代,男性、
(51)10歳未満,女性、(52)10歳未満,女性、(53)20代,女性、(54)30代,男性、(55)40代,女性、
(56)30代,女性、(57)10代,男性、(58)40代,男性、(59)10歳未満,女性、(60)50代,女性、
(61)30代,女性、(62)20代,女性、(63)10歳未満,男性、(64)50代,男性、(65)40代,男性、
(66)50代,男性、(67)10歳未満,女性、(68)10歳未満,女性、(69)40代,男性、(70)10歳未満,女性

※接触歴あり42人,海外渡航歴0人



3月6日 50 (1)10歳未満,女性、(2)10歳未満,男性、(3)10歳未満,男性、(4)10歳未満,女性、(5)20代,女性、
(6)20代,女性、(7)50代,男性、(8)20代,男性、(9)40代,男性、(10)30代,女性、
(11)30代,女性、(12)10歳未満,女性、(13)20代,女性、(14)90代,女性、(15)20代,男性、
(16)60代,女性、(17)10歳未満,男性、(18)20代,男性、(19)40代,男性、(20)30代,男性、
(21)30代,女性、(22)30代,女性、(23)30代,男性、(24)10歳未満,女性、(25)30代,女性、
(26)40代,男性、(27)20代,女性、(28)10代,男性、(29)10歳未満,女性、(30)60代,男性、
(31)10歳未満,男性、(32)50代,女性、(33)70代,男性、(34)10歳未満,男性、(35)20代,男性、
(36)50代,男性、(37)30代,女性、(38)10歳未満,女性、(39)20代,男性、(40)70代,男性、
(41)40代,女性、(42)10歳未満,男性、(43)30代,男性、(44)20代,男性、(45)20代,男性、
(46)20代,女性、(47)20代,女性、(48)10歳未満,女性、(49)20代,男性、(50)10歳未満,男性

※接触歴あり20人,海外渡航歴0人
3月5日 55 (1)20代,女性、(2)30代,男性、(3)10歳未満,女性、(4)40代,女性、(5)90代,女性、

(6)20代,男性、(7)40代,男性、(8)20代,女性、(9)30代,女性、(10)10歳未満,女性、
(11)10歳未満,女性、(12)10歳未満,男性、(13)50代,男性、(14)40代,男性、(15)40代,男性、
(16)30代,女性、(17)10歳未満,女性、(18)30代,男性、(19)10歳未満,女性、(20)40代,男性、
(21)30代,女性、(22)40代,男性、(23)50代,女性、(24)10代,男性、(25)10歳未満,女性、
(26)10代,女性、(27)10歳未満,女性、(28)40代,女性、(29)70代,男性、(30)10代,男性、
(31)10歳未満,男性、(32)10代,男性、(33)20代,女性、(34)40代,男性、(35)40代,男性、
(36)40代,男性、(37)20代,女性、(38)20代,男性、(39)10歳未満,女性、(40)10歳未満,女性、
(41)10歳未満,男性、(42)50代,男性、(43)10代,男性、(44)10歳未満,女性、(45)20代,男性、
(46)40代,女性、(47)30代,女性、(48)40代,女性、(49)30代,女性、(50)30代,女性、
(51)20代,男性、(52)10歳未満,女性、(53)10代,女性、(54)40代,女性、(55)80代,女性

※接触歴あり33人,海外渡航歴0人
3月4日 77 (1)10歳未満,女性、(2)10歳未満,女性、(3)10歳未満,女性、(4)10歳未満,男性、(5)50代,男性、

(6)10歳未満,男性、(7)10歳未満,男性、(8)10代,男性、(9)20代,女性、(10)20代,男性、
(11)20代,女性、(12)20代,男性、(13)10歳未満,女性、(14)10歳未満,女性、(15)20代,男性、
(16)10歳未満,女性、(17)30代,女性、(18)10代,女性、(19)60代,女性、(20)10歳未満,女性、
(21)10代,男性、(22)60代,女性、(23)40代,男性、(24)20代,女性、(25)30代,男性、
(26)10歳未満,女性、(27)60代,女性、(28)30代,男性、(29)30代,女性、(30)20代,男性、
(31)10代,男性、(32)20代,男性、(33)30代,女性、(34)30代,男性、(35)10代,男性、
(36)40代,男性、(37)30代,男性、(38)60代,男性、(39)40代,男性、(40)40代,男性、
(41)20代,男性、(42)70代,男性、(43)40代,女性、(44)70代,女性、(45)30代,男性、
(46)10歳未満,男性、(47)40代,女性、(48)20代,女性、(49)30代,女性、(50)40代,女性、
(51)10代,女性、(52)10歳未満,女性、(53)40代,男性、(54)20代,女性、(55)30代,男性、
(56)30代,男性、(57)10代,男性、(58)70代,男性、(59)30代,男性、(60)50代,女性、
(61)40代,女性、(62)10歳未満,男性、(63)50代,女性、(64)10代,男性、(65)40代,女性、
(66)80代,男性、(67)60代,男性、(68)60代,女性、(69)50代,女性、(70)20代,女性、
(71)20代,女性、(72)10代,男性、(73)40代,男性、(74)70代,男性、(75)50代,男性、
(76)30代,男性、(77)40代,女性

※接触歴あり42人,海外渡航歴0人
3月3日 71 (1)30代,女性、(2)10歳未満,男性、(3)90代,女性、(4)30代,男性、(5)30代,女性、

(6)20代,女性、(7)40代,男性、(8)10歳未満,男性、(9)40代,男性、(10)40代,男性、
(11)30代,男性、(12)10代,男性、(13)10歳未満,男性、(14)40代,男性、(15)70代,女性、
(16)50代,男性、(17)50代,男性、(18)10歳未満,女性、(19)10歳未満,女性、(20)10歳未満,女性、
(21)10歳未満,女性、(22)30代,男性、(23)60代,女性、(24)50代,女性、(25)30代,女性、
(26)10歳未満,女性、(27)10歳未満,女性、(28)20代,男性、(29)40代,女性、(30)20代,男性、
(31)10代,男性、(32)20代,男性、(33)10歳未満,男性、(34)30代,女性、(35)10代,男性、
(36)10歳未満,女性、(37)30代,女性、(38)30代,男性、(39)30代,女性、(40)10歳未満,男性、
(41)10代,男性、(42)40代,男性、(43)40代,女性、(44)10歳未満,男性、(45)30代,女性、
(46)10代,男性、(47)40代,男性、(48)10代,女性、(49)20代,女性、(50)70代,女性、
(51)30代,女性、(52)40代,男性、(53)10代,女性、(54)60代,男性、(55)10歳未満,男性、
(56)10代,女性、(57)10歳未満,男性、(58)50代,男性、(59)10代,男性、(60)40代,女性、
(61)40代,女性、(62)20代,男性、(63)10歳未満,女性、(64)60代,女性、(65)10歳未満,男性、
(66)10歳未満,女性、(67)20代,男性、(68)40代,女性、(69)40代,女性、(70)10代,女性、
(71)10歳未満,女性

※接触歴あり29人,海外渡航歴0人
3月2日 55 (1)10代,男性、(2)10歳未満,男性、(3)10歳未満,女性、(4)50代,女性、(5)50代,男性、

(6)40代,男性、(7)40代,女性、(8)10代,男性、(9)10歳未満,女性、(10)40代,男性、
(11)40代,女性、(12)50代,男性、(13)40代,男性、(14)60代,女性、(15)10歳未満,男性、
(16)40代,女性、(17)50代,女性、(18)10代,男性、(19)10代,男性、(20)30代,女性、
(21)30代,女性、(22)30代,女性、(23)40代,男性、(24)30代,男性、(25)40代,女性、
(26)10歳未満,女性、(27)10歳未満,男性、(28)30代,女性、(29)10代,男性、(30)30代,男性、
(31)50代,男性、(32)20代,女性、(33)10代,女性、(34)50代,男性、(35)30代,女性、
(36)80代,女性、(37)10代,女性、(38)20代,女性、(39)20代,女性、(40)30代,女性、
(41)20代,女性、(42)30代,女性、(43)40代,男性、(44)20代,男性、(45)10歳未満,男性、
(46)10代,女性、(47)10歳未満,女性、(48)10代,男性、(49)80代,男性、(50)10代,女性、
(51)40代,女性、(52)10代,男性、(53)10歳未満,女性、(54)10歳未満,男性、(55)20代,女性

※接触歴あり28人,海外渡航歴0人
3月1日 59 (1)70代,男性、(2)10歳未満,女性、(3)10代,女性、(4)10代,女性、(5)20代,男性、

(6)20代,男性、(7)10歳未満,女性、(8)60代,男性、(9)10代,女性、(10)20代,女性、
(11)70代,男性、(12)20代,男性、(13)30代,女性、(14)30代,女性、(15)10歳未満,女性、
(16)20代,女性、(17)10代,男性、(18)40代,女性、(19)10歳未満,男性、(20)10代,男性、
(21)10代,男性、(22)10歳未満,男性、(23)30代,女性、(24)10代,女性、(25)10歳未満,男性、
(26)40代,男性、(27)10歳未満,男性、(28)80代,男性、(29)30代,男性、(30)10歳未満,女性、
(31)50代,男性、(32)30代,男性、(33)50代,女性、(34)40代,女性、(35)50代,女性、
(36)10歳未満,男性、(37)40代,男性、(38)80代,男性、(39)30代,女性、(40)50代,女性、
(41)40代,女性、(42)50代,男性、(43)40代,男性、(44)20代,男性、(45)40代,男性、
(46)70代,女性、(47)40代,男性、(48)30代,男性、(49)40代,女性、(50)10歳未満,女性、
(51)50代,女性、(52)30代,女性、(53)40代,女性、(54)10歳未満,男性、(55)20代,男性、
(56)20代,女性、(57)30代,男性、(58)80代,女性、(59)70代,女性

※接触歴あり30人,海外渡航歴0人


