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タイトル 新型コロナウイルス感染症患者等の発生について
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※本情報提供は、感染症予防・感染拡大防止の啓発目的に行うものです。
※報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点
から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。
※県民の皆様におかれましては、患者・御家族の人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願
いします。

１　本日の新規感染者数（政令市発表分を含む）

※患者詳細公表後に県番号を付番していること、発生届の取り下げがあること等の理由から、感染者数の累計
と県公表番号の値は一致しません。

２　本日の新規感染症患者等について（県内公表183012から183486例目）の概要



○感染者集団（クラスター）
・本日新たに認定したクラスター（１件）

３　コロナ患者受入病院の地域別及び重症者の病床占有率（７月８日正午現在）

※県全体、重症者欄のかっこ内は、施設数。

このほか、コロナ患者受入病院以外の入院者数は49名で、県内の全入院者数は計142名
です。

４　県内宿泊療養施設の入居状況（７月８日正午現在）

区分 施設数 総客室数
療養者用

客室数（Ａ）
入居者数 
（Ｂ）

占有率
Ｂ/Ａ

室数等 ８施設 1,122室 958室 209人 21.8％

５　自宅療養者数、自宅待機者数（７月７日17時時点）
区分 人数（人）

自宅療養者数 4,822
自宅待機者数 13

※自宅待機者数は、療養先が未定の者、療養先は決まっているものの入院又は宿泊療養施
設入居を待っている者の合計。

６　療養終了者数（前日時点の推計値）
　前日までの累計感染者数から、入院者数（前日正午時点）、宿泊療養施設入居者数（前
日正午時点）、自宅療養者数（前日17時時点）、自宅待機者数（前日17時時点）、死亡者数
（前日時点）を除いた人数を療養終了者数とします。

療養終了者数
（７月７日時点）

177,674人



７　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（７月７日時点）

８　ワクチン接種回数別陽性者数（政令市発表分を除く）【７月１日から７月７日の合計】

※ワクチン接種回数が不明・調査中の者を除く
※接種対象外は５歳未満

５～11歳のワクチン接種回数別陽性者数【７月１日から７月７日の合計】（上記の内数）

９　変異株PCR検査について
　本県で、L452R変異株PCR検査により判明した変異株検査の結果は以下のとおりです。
※６月17日公表分までは、変異株検査結果の陽性を「デルタ株の可能性が高い」としていま
した。オミクロン株の変異型である「BA.4」及び「BA.5」はL452R変異株ＰＣＲ検査で陽性とな
ること、また、県内では３月以降デルタ株が検出されていないことから、６月24日公表分か
ら、変異株検査結果が陽性となったものは、「BA.4、BA.5の可能性が高い」という表記に変
更しています。
＜L452R変異株PCR検査の実施状況（政令市含む全県分）＞※判明日で計上



10　変異株ゲノム解析結果について（政令市除く）
　６月上旬から６月下旬に発症し、L452R変異株PCR検査を実施した方について、国立遺伝
学研究所（三島市）において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。
（結果判明日：７月４日（月）、７月７日（木））

＜変異株の件数＞

11　本県の変異株の判明状況（７月７日時点）

※県：国立遺伝学研究所及び国立感染症研究所でゲノム解析を実施
　静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施
　浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

12　本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（７月７日時点）



13　無料検査の実施状況
　飲食、イベント、移動（旅行・帰省等）などの活動の際に必要となる検査を無料で受けられ
る「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」は8月31日まで実施しま
す。また、感染不安を感じる県民の方が無料で受けられる、「感染拡大傾向時の一般検査
事業」は6月30日で終了しました。
　毎週金曜日に、前週までの実績数を集計して、公表します。
＜無料検査実績＞（単位：件）

＜実施箇所数＞
　7月８日現在：393箇所（薬局377箇所、衛生検査所７箇所、医療機関９箇所）

14　感染症患者等の概要
感染症患者等の概要については、以下の県ＨＰに掲載します。
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-tyuumokujouhou.html



県公表番号 183012例目 183013例目 183014例目 183015例目
年代 90歳代 20歳代 50歳代 60歳代
居住地 磐田市 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 183016例目 183017例目 183018例目 183019例目
年代 10歳未満 10歳代 70歳代 50歳代
居住地 磐田市 掛川市 磐田市 磐田市

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 183020例目 183021例目 183022例目 183023例目
年代 50歳代 10歳未満 30歳代 10歳未満
居住地 袋井市 湖西市 袋井市 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 183024例目 183025例目 183026例目 183027例目
年代 10歳未満 40歳代 50歳代 70歳代
居住地 袋井市 掛川市 県外 森町

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183028例目 183029例目 183030例目 183031例目
年代 20歳代 10歳未満 40歳代 10歳代
居住地 袋井市 森町 森町 森町

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 183032例目 183033例目 183034例目 183035例目
年代 10歳未満 40歳代 60歳代 30歳代
居住地 森町 森町 磐田市 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 183036例目 183037例目 183038例目 183039例目
年代 50歳代 30歳代 20歳代 10歳代
居住地 磐田市 掛川市 掛川市 湖西市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内



県公表番号 183040例目 183041例目 183042例目 183043例目
年代 20歳代 50歳代 10歳代 60歳代
居住地 袋井市 森町 掛川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183044例目 183045例目 183046例目 183047例目
年代 10歳代 10歳代 60歳代 30歳代
居住地 掛川市 掛川市 菊川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183048例目 183049例目 183050例目 183051例目
年代 50歳代 30歳代 10歳代 10歳代
居住地 掛川市 掛川市 掛川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183052例目 183053例目 183054例目 183055例目
年代 10歳代 10歳代 30歳代 50歳代
居住地 掛川市 菊川市 掛川市 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183056例目 183057例目 183058例目 183059例目
年代 10歳代 40歳代 30歳代 10歳未満
居住地 掛川市 掛川市 掛川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県外 県内

県公表番号 183060例目 183061例目 183062例目 183063例目
年代 40歳代 30歳代 30歳代 10歳代
居住地 掛川市 掛川市 掛川市 袋井市

推定感染経路 県内 県外 不明・調査中 県内

県公表番号 183064例目 183065例目 183066例目 183067例目
年代 60歳代 70歳代 30歳代 70歳代
居住地 菊川市 菊川市 掛川市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内



県公表番号 183068例目 183069例目 183070例目 183071例目
年代 20歳代 60歳代 20歳代 50歳代
居住地 磐田市 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 183072例目 183073例目 183074例目 183075例目
年代 10歳代 60歳代 30歳代 10歳代
居住地 磐田市 磐田市 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 183076例目 183077例目 183078例目 183079例目
年代 60歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 磐田市 湖西市 袋井市 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 183080例目 183081例目 183082例目 183083例目
年代 40歳代 30歳代 30歳代 10歳未満
居住地 掛川市 掛川市 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 183084例目 183085例目 183086例目 183087例目
年代 10歳未満 50歳代 10歳代 40歳代
居住地 掛川市 湖西市 菊川市 掛川市

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 183088例目 183089例目 183090例目 183091例目
年代 20歳代 60歳代 20歳代 40歳代
居住地 掛川市 磐田市 掛川市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県外

県公表番号 183092例目 183093例目 183094例目 183095例目
年代 10歳代 20歳代 50歳代 10歳未満
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 不明・調査中 県内



県公表番号 183096例目 183097例目 183098例目 183099例目
年代 30歳代 60歳代 20歳代 50歳代
居住地 掛川市 磐田市 磐田市 磐田市

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 183100例目 183101例目 183102例目 183103例目
年代 30歳代 50歳代 20歳代 40歳代
居住地 磐田市 掛川市 掛川市 湖西市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 183104例目 183105例目 183106例目 183107例目
年代 60歳代 30歳代 30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 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183108例目 183109例目 183110例目 183111例目
年代 20歳代 30歳代 40歳代 10歳代
居住地 磐田市 掛川市 湖西市 湖西市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183112例目 183113例目 183114例目 183115例目
年代 50歳代 50歳代 20歳代 30歳代
居住地 御前崎市 御前崎市 袋井市 御前崎市

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 183116例目 183117例目 183118例目 183119例目
年代 40歳代 40歳代 60歳代 30歳代
居住地 磐田市 湖西市 磐田市 掛川市

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 183120例目 183121例目 183122例目 183123例目
年代 60歳代 30歳代 50歳代 40歳代
居住地 掛川市 森町 袋井市 磐田市

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 183124例目 183125例目 183126例目 183127例目
年代 10歳未満 40歳代 20歳代 60歳代
居住地 菊川市 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 183128例目 183129例目 183130例目 183131例目
年代 10歳未満 50歳代 40歳代 40歳代
居住地 磐田市 湖西市 掛川市 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183132例目 183133例目 183134例目 183135例目
年代 10歳代 20歳代 20歳代 60歳代
居住地 掛川市 掛川市 菊川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183136例目 183137例目 183138例目 183139例目
年代 30歳代 30歳代 90歳代 40歳代
居住地 島田市 島田市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183140例目 183141例目 183142例目 183143例目
年代 50歳代 50歳代 30歳代 50歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 吉田町 藤枝市

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 183144例目 183145例目 183146例目 183147例目
年代 20歳代 20歳代 30歳代 10歳代
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 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 183148例目 183149例目 183150例目 183151例目
年代 70歳代 10歳代 30歳代 40歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示



県公表番号 183152例目 183153例目 183154例目 183155例目
年代 10歳未満 80歳代 20歳代 50歳代
居住地 藤枝市 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 不明・調査中

県公表番号 183156例目 183157例目 183158例目 183159例目
年代 10歳未満 40歳代 30歳代 70歳代
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183160例目 183161例目 183162例目 183163例目
年代 60歳代 20歳代 20歳代 10歳未満
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183164例目 183165例目 183166例目 183167例目
年代 10歳未満 30歳代 60歳代 20歳代
居住地 島田市 島田市 島田市 焼津市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183168例目 183169例目 183170例目 183171例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 10歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 焼津市

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 183172例目 183173例目 183174例目 183175例目
年代 40歳代 20歳代 80歳代 10歳未満
居住地 焼津市 島田市 焼津市 藤枝市

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 183176例目 183177例目 183178例目 183179例目
年代 40歳代 10歳代 30歳代 20歳代
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 不明・調査中

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示



県公表番号 183180例目 183181例目 183182例目 183183例目
年代 50歳代 40歳代 60歳代 20歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 焼津市

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 183184例目 183185例目 183186例目 183187例目
年代 20歳代 50歳代 60歳代 20歳代
居住地 藤枝市 島田市 焼津市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183188例目 183189例目 183190例目 183191例目
年代 40歳代 10歳未満 20歳代 10歳代
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183192例目 183193例目 183194例目 183195例目
年代 40歳代 70歳代 10歳代 50歳代
居住地 島田市 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 不明・調査中

県公表番号 183196例目 183197例目 183198例目 183199例目
年代 90歳代 60歳代 50歳代 20歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 焼津市

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 183200例目 183201例目 183202例目 183203例目
年代 20歳代 40歳代 60歳代 50歳代
居住地 焼津市 焼津市 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 183204例目 183205例目 183206例目 183207例目
年代 90歳代 30歳代 10歳代 60歳代
居住地 焼津市 焼津市 吉田町 藤枝市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 不明・調査中

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示

koho01
ハイライト表示



県公表番号 183208例目 183209例目 183210例目 183211例目
年代 20歳代 20歳代 40歳代 30歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 静岡市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183212例目 183213例目 183214例目 183215例目
年代 10歳未満 10歳未満 30歳代 10歳代
居住地 静岡市 焼津市 東伊豆町 西伊豆町

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183216例目 183217例目 183218例目 183219例目
年代 20歳代 10歳未満 20歳代 20歳代
居住地 南伊豆町 下田市 下田市 下田市

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 183220例目 183221例目 183222例目 183223例目
年代 10歳代 20歳代 50歳代 10歳代
居住地 松崎町 東伊豆町 東伊豆町 下田市

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 183224例目 183225例目 183226例目 183227例目
年代 50歳代 40歳代 30歳代 10歳未満
居住地 下田市 下田市 下田市 下田市

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 183228例目 183229例目 183230例目 183231例目
年代 40歳代 50歳代 50歳代 40歳代
居住地 南伊豆町 下田市 下田市 下田市

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 183232例目 183233例目 183234例目 183235例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳代 30歳代
居住地 河津町 河津町 下田市 下田市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内
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県公表番号 183236例目 183237例目 183238例目 183239例目
年代 30歳代 30歳代 30歳代 20歳代
居住地 下田市 下田市 下田市 下田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183240例目 183241例目 183242例目 183243例目
年代 40歳代 40歳代 50歳代 40歳代
居住地 下田市 下田市 下田市 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 183244例目 183245例目 183246例目 183247例目
年代 40歳代 30歳代 90歳代 70歳代
居住地 小山町 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183248例目 183249例目 183250例目 183251例目
年代 20歳代 20歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 裾野市 御殿場市 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 183252例目 183253例目 183254例目 183255例目
年代 40歳代 10歳未満 50歳代 30歳代
居住地 御殿場市 小山町 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 183256例目 183257例目 183258例目 183259例目
年代 10歳未満 10歳代 40歳代 10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 県内

県公表番号 183260例目 183261例目 183262例目 183263例目
年代 30歳代 20歳代 20歳代 10歳代
居住地 小山町 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 183264例目 183265例目 183266例目 183267例目
年代 30歳代 20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 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183268例目 183269例目 183270例目 183271例目
年代 10歳代 20歳代 20歳代 30歳代
居住地 御殿場市 県外 県外 伊東市

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 183272例目 183273例目 183274例目 183275例目
年代 20歳代 30歳代 10歳未満 10歳代
居住地 熱海市 伊東市 伊東市 熱海市

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 183276例目 183277例目 183278例目 183279例目
年代 30歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 熱海市 伊東市 熱海市 伊東市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183280例目 183281例目 183282例目 183283例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳未満 10歳未満
居住地 伊東市 熱海市 熱海市 熱海市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183284例目 183285例目 183286例目 183287例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳代 10歳未満
居住地 伊東市 伊東市 伊東市 伊東市

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 183288例目 183289例目 183290例目 183291例目
年代 40歳代 40歳代 40歳代 40歳代
居住地 伊東市 伊東市 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 不明・調査中



県公表番号 183292例目 183293例目 183294例目 183295例目
年代 10歳未満 50歳代 40歳代 40歳代
居住地 伊東市 伊東市 伊東市 伊東市

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 183296例目 183297例目 183298例目 183299例目
年代 60歳代 90歳代 50歳代 10歳代
居住地 伊東市 熱海市 県外 静岡市

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 183300例目 183301例目 183302例目 183303例目
年代 60歳代 40歳代 10歳代 10歳代
居住地 沼津市 静岡市 静岡市 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 県内

県公表番号 183304例目 183305例目 183306例目 183307例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳未満 10歳未満
居住地 富士宮市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 183308例目 183309例目 183310例目 183311例目
年代 10歳未満 20歳代 20歳代 70歳代
居住地 富士宮市 富士市 富士市 静岡市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183312例目 183313例目 183314例目 183315例目
年代 10歳未満 10歳未満 40歳代 10歳未満
居住地 静岡市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 183316例目 183317例目 183318例目 183319例目
年代 30歳代 10歳未満 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 不明・調査中 県内



県公表番号 183320例目 183321例目 183322例目 183323例目
年代 50歳代 10歳代 20歳代 70歳代
居住地 静岡市 静岡市 静岡市 富士市

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 183324例目 183325例目 183326例目 183327例目
年代 20歳代 20歳代 10歳未満 30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 不明・調査中

県公表番号 183328例目 183329例目 183330例目 183331例目
年代 30歳代 50歳代 70歳代 10歳未満
居住地 富士市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183332例目 183333例目 183334例目 183335例目
年代 30歳代 30歳代 70歳代 10歳代
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 183336例目 183337例目 183338例目 183339例目
年代 50歳代 10歳代 10歳未満 20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 県内 県内

県公表番号 183340例目 183341例目 183342例目 183343例目
年代 50歳代 10歳代 30歳代 80歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 183344例目 183345例目 183346例目 183347例目
年代 40歳代 80歳代 50歳代 50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 県外 県内 不明・調査中



県公表番号 183348例目 183349例目 183350例目 183351例目
年代 10歳代 60歳代 30歳代 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 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 183352例目 183353例目 183354例目 183355例目
年代 50歳代 10歳未満 20歳代 10歳未満
居住地 富士市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183356例目 183357例目 183358例目 183359例目
年代 40歳代 20歳代 30歳代 10歳未満
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 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 183360例目 183361例目 183362例目 183363例目
年代 10歳未満 60歳代 40歳代 60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 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 183364例目 183365例目 183366例目 183367例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳未満 20歳代
居住地 富士宮市 富士市 富士市 富士宮市

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 183368例目 183369例目 183370例目 183371例目
年代 10歳未満 10歳代 70歳代 30歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士宮市 長泉町

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183372例目 183373例目 183374例目 183375例目
年代 10歳未満 10歳代 10歳未満 20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 県内 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 183376例目 183377例目 183378例目 183379例目
年代 50歳代 20歳代 30歳代 30歳代
居住地 伊豆の国市 沼津市 裾野市 伊豆の国市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183380例目 183381例目 183382例目 183383例目
年代 30歳代 30歳代 10歳未満 50歳代
居住地 沼津市 三島市 清水町 伊豆の国市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 183384例目 183385例目 183386例目 183387例目
年代 10歳代 10歳未満 70歳代 50歳代
居住地 三島市 清水町 沼津市 沼津市

推定感染経路 県外 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 183388例目 183389例目 183390例目 183391例目
年代 30歳代 50歳代 50歳代 10歳未満
居住地 長泉町 沼津市 清水町 函南町

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 183392例目 183393例目 183394例目 183395例目
年代 40歳代 30歳代 30歳代 20歳代
居住地 沼津市 伊豆の国市 函南町 三島市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 183396例目 183397例目 183398例目 183399例目
年代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
居住地 伊豆市 三島市 伊豆の国市 沼津市

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 183400例目 183401例目 183402例目 183403例目
年代 10歳代 20歳代 30歳代 70歳代
居住地 裾野市 御殿場市 御殿場市 沼津市

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 183404例目 183405例目 183406例目 183407例目
年代 10歳代 40歳代 10歳代 40歳代
居住地 沼津市 清水町 長泉町 沼津市

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 183408例目 183409例目 183410例目 183411例目
年代 30歳代 10歳代 40歳代 10歳未満
居住地 伊豆の国市 沼津市 沼津市 函南町

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 183412例目 183413例目 183414例目 183415例目
年代 10歳代 40歳代 10歳未満 30歳代
居住地 沼津市 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 県内

県公表番号 183416例目 183417例目 183418例目 183419例目
年代 10歳未満 50歳代 10歳代 40歳代
居住地 函南町 三島市 長泉町 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 183420例目 183421例目 183422例目 183423例目
年代 50歳代 10歳未満 40歳代 50歳代
居住地 長泉町 伊豆の国市 清水町 函南町

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 183424例目 183425例目 183426例目 183427例目
年代 70歳代 80歳代 50歳代 50歳代
居住地 沼津市 伊豆市 伊豆市 伊豆市

推定感染経路 県外 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 183428例目 183429例目 183430例目 183431例目
年代 70歳代 40歳代 50歳代 10歳代
居住地 伊豆市 長泉町 伊豆市 伊豆市

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 183432例目 183433例目 183434例目 183435例目
年代 30歳代 30歳代 40歳代 50歳代
居住地 伊豆市 清水町 三島市 沼津市

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 183436例目 183437例目 183438例目 183439例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 10歳代
居住地 沼津市 伊豆市 伊豆市 長泉町

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 183440例目 183441例目 183442例目 183443例目
年代 40歳代 20歳代 60歳代 20歳代
居住地 伊豆市 三島市 伊豆の国市 沼津市

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 183444例目 183445例目 183446例目 183447例目
年代 40歳代 40歳代 10歳代 10歳代
居住地 函南町 沼津市 沼津市 伊豆市

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 183448例目 183449例目 183450例目 183451例目
年代 20歳代 10歳代 10歳代 20歳代
居住地 三島市 函南町 三島市 三島市

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 183452例目 183453例目 183454例目 183455例目
年代 20歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 沼津市 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 県内 県内

県公表番号 183456例目 183457例目 183458例目 183459例目
年代 40歳代 10歳代 20歳代 50歳代
居住地 三島市 沼津市 長泉町 三島市

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 183460例目 183461例目 183462例目 183463例目
年代 30歳代 20歳代 10歳代 10歳代
居住地 沼津市 裾野市 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 183464例目 183465例目 183466例目 183467例目
年代 60歳代 50歳代 50歳代 20歳代
居住地 伊豆の国市 伊豆の国市 沼津市 沼津市

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 183468例目 183469例目 183470例目 183471例目
年代 10歳代 10歳代 10歳代 40歳代
居住地 函南町 伊豆の国市 伊豆市 函南町

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 183472例目 183473例目 183474例目 183475例目
年代 10歳代 30歳代 40歳代 10歳未満
居住地 伊豆市 伊豆市 沼津市 長泉町

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 183476例目 183477例目 183478例目 183479例目
年代 30歳代 30歳代 40歳代 60歳代
居住地 三島市 伊豆市 清水町 沼津市

推定感染経路 県外 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 183480例目 183481例目 183482例目 183483例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳未満 50歳代
居住地 沼津市 伊豆の国市 伊豆の国市 県外

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 183484例目 183485例目 183486例目 例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 函南町 長泉町 沼津市

推定感染経路 県内 県内 県内
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