●5 月 31 日（火）発表分 3 人（壬生町 1614 例目～1616 例目）
●5 月 30 日（月）発表分 1 人（壬生町 1613 例目）
●5 月 29 日（日）発表分 1 人（壬生町 1612 例目）
●5 月 28 日（土）発表分 7 人（壬生町 1605 例目～1611 例目）
●5 月 27 日（金）発表分 3 人（壬生町 1602 例目～1604 例目）
●5 月 26 日（木）発表分 5 人（壬生町 1597 例目～1601 例目）
●5 月 25 日（水）発表分 2 人（壬生町 1595 例目～1596 例目）
●5 月 24 日（火）発表分 8 人（壬生町 1587 例目～1594 例目）
●5 月 22 日（日）発表分 3 人（壬生町 1584 例目～1586 例目）
●5 月 21 日（土）発表分 8 人（壬生町 1576 例目～1583 例目）
●5 月 19 日（木）発表分 1 人（壬生町 1575 例目）
●5 月 18 日（水）発表分 5 人（壬生町 1570 例目～1574 例目）
●5 月 17 日（火）発表分 6 人（壬生町 1564 例目～1569 例目）
●5 月 16 日（月）発表分 5 人（壬生町 1559 例目～1563 例目）
●5 月 15 日（日）発表分 8 人（壬生町 1551 例目～1558 例目）
●5 月 14 日（土）発表分 2 人（壬生町 1549 例目～1550 例目）
●5 月 13 日（金）発表分 13 人（壬生町 1536 例目～1548 例目）
●5 月 12 日（木）発表分 13 人（壬生町 1523 例目～1535 例目）

●5 月 11 日（水）発表分 4 人（壬生町 1519 例目～1522 例目）
●5 月 10 日（火）発表分 6 人（壬生町 1513 例目～1518 例目）
●5 月 9 日（月）発表分 7 人（壬生町 1506 例目～1512 例目）
●5 月 8 日（日）発表分 8 人（壬生町 1498 例目～1505 例目）
●5 月 7 日（土）発表分 14 人（壬生町 1484 例目～1497 例目）
●5 月 6 日（金）発表分 4 人（壬生町 1480 例目～1483 例目）
●5 月 5 日（木）発表分 3 人（壬生町 1477 例目～1479 例目）
●5 月 4 日（水）発表分 4 人（壬生町 1473 例目～1476 例目）
●5 月 3 日（火）発表分 11 人（壬生町 1462 例目～1472 例目）
●5 月 2 日（月）発表分 7 人（壬生町 1455 例目～1461 例目）
●5 月 1 日（日）発表分 10 人（壬生町 1445 例目～1454 例目
●4 月 30 日（土）発表分 8 人（壬生町 1437 例目～1444 例目）
●4 月 29 日（金）発表分 5 人（壬生町 1432 例目～1436 例目）
●4 月 28 日（木）発表分 16 人（壬生町 1416 例目～1431 例目）
●4 月 27 日（水）発表分 12 人（壬生町 1404 例目～1415 例目）
●4 月 26 日（火）発表分 24 人（壬生町 1380 例目～1403 例目）
●4 月 25 日（月）発表分 12 人（壬生町 1368 例目～1379 例目）
●4 月 24 日（日）発表分 30 人（壬生町 1338 例目～1367 例目）

●4 月 23 日（土）発表分 19 人（壬生町 1319 例目～1337 例目）
●4 月 22 日（金）発表分 33 人（壬生町 1286 例目～1318 例目）
●4 月 21 日（木）発表分 35 人（壬生町 1251 例目～1285 例目）
●4 月 20 日（水）発表分 31 人（壬生町 1220 例目～1250 例目）
●4 月 19 日（火）発表分 23 人（壬生町 1197 例目～1219 例目）
●4 月 18 日（月）発表分 11 人（壬生町 1186 例目～1196 例目）
●4 月 17 日（日）発表分 5 人（壬生町 1181 例目～1185 例目）
●4 月 16 日（土）発表分 15 人（壬生町 1166 例目～1180 例目）
●4 月 15 日（金）発表分 13 人（壬生町 1153 例目～1165 例目）
●4 月 14 日（木）発表分 16 人（壬生町 1137 例目～1152 例目）
●4 月 13 日（水）発表分 9 人（壬生町 1128 例目～1136 例目）
●4 月 12 日（火）発表分 12 人（壬生町 1116 例目～1127 例目）
●4 月 11 日（月）発表分 1 人（壬生町 1115 例目）
●4 月 10 日（日）発表分 11 人（壬生町 1104 例目～1114 例目）
●4 月 9 日（土）発表分 12 人（壬生町 1092 例目～1103 例目）
●4 月 8 日（金）発表分 11 人（壬生町 1081 例目～1091 例目）
●4 月 7 日（木）発表分 17 人（壬生町 1064 例目～1080 例目）
●4 月 6 日（水）発表分 6 人（壬生町 1058 例目～1063 例目）

●4 月 5 日（火）発表分 9 人（壬生町 1049 例目～1057 例目）
●4 月 4 日（月）発表分 1 人（壬生町 1048 例目）
●4 月 3 日（日）発表分 11 人（壬生町 1037 例目～1047 例目）
●4 月 2 日（土）発表分 16 人（壬生町 1021 例目～1036 例目）
●4 月 1 日（金）発表分 7 人（壬生町 1014 例目～1020 例目）
●3 月 31 日（木）発表分 31 人（壬生町 983 例目～1013 例目）
●3 月 30 日（水）発表分 23 人（壬生町 960 例目～982 例目）
●3 月 29 日（火）発表分 10 人（壬生町 950 例目～959 例目）
●3 月 28 日（月）発表分 5 人（壬生町 945 例目～949 例目)
●3 月 27 日（日）発表分 4 人（壬生町 941 例目～944 例目）
●3 月 26 日（土）発表分 11 人（壬生町 930 例目～940 例目）
●3 月 25 日（金）発表分 7 人（壬生町 923 例目～929 例目）
●3 月 24 日（木）発表分 25 人（壬生町 898 例目～922 例目）
●3 月 23 日（水）発表分 7 人（壬生町 891 例目～897 例目）
●3 月 22 日（火）発表分 5 人（壬生町 886 例目～890 例目）
●3 月 21 日（月）発表分 1 人（壬生町 885 例目）
●3 月 20 日（日）発表分 5 人（壬生町 880 例目～884 例目）
●3 月 19 日（土）発表分 11 人（壬生町 869 例目～879 例目）

●3 月 18 日（金）発表分 4 人（壬生町 865 例目～868 例目）
●3 月 17 日（木）発表分 12 人（壬生町 853 例目～864 例目）
●3 月 16 日（水）発表分 16 人（壬生町 837 例目～852 例目）
●3 月 15 日（火）発表分 5 人（壬生町 832 例目～836 例目）
●3 月 14 日（月）発表分 10 人（壬生町 822 例目～831 例目）
●3 月 13 日（日）発表分 9 人（壬生町 813 例目～821 例目）
●3 月 12 日（土）発表分 14 人（壬生町 799 例目～812 例目）
●3 月 11 日（金）発表分 7 人（壬生町 792 例目～798 例目）
●3 月 10 日（木）発表分 12 人（壬生町 780 例目～791 例目）
●3 月 9 日（水）発表分 10 人（壬生町 770 例目～779 例目）
●3 月 8 日（火）発表分 14 人（壬生町 756 例目～769 例目）
●3 月 7 日（月）発表分 4 人（壬生町 752 例目～755 例目）
●3 月 6 日（日）発表分 2 人（壬生町 750 例目～751 例目）
●3 月 5 日（土）発表分 10 人（壬生町 740 例目～749 例目）
●3 月 4 日（金）発表分 9 人（壬生町 731 例目～739 例目）
●3 月 3 日（木）発表分 8 人（壬生町 723 例目～730 例目）
●3 月 2 日（水）発表分 12 人（壬生町 711 例目～722 例目）
●3 月 1 日（火）発表分 15 人（壬生町 696 例目～710 例目）

●2 月 28 日（月）発表分 13 人（壬生町 683 例目～695 例目）
●2 月 27 日（日）発表分 13 人（壬生町 670 例目～682 例目）
●2 月 26 日（土）発表分 16 人（壬生町 654 例目～669 例目）
●2 月 25 日（金）発表分 6 人（壬生町 648 例目～653 例目）
●2 月 24 日（木）発表分 8 人（壬生町 640 例目～647 例目）
●2 月 23 日（水）発表分 9 人（壬生町 631 例目～639 例目）
●2 月 22 日（火）発表分 15 人（壬生町 616 例目～630 例目）
●2 月 21 日（月）発表分 8 人（壬生町 608 例目～615 例目）
●2 月 20 日（日）発表分 11 人（壬生町 597 例目～607 例目）
●2 月 19 日（土）発表分 12 人（壬生町 585 例目～596 例目）
●2 月 18 日（金）発表分 12 人（壬生町 573 例目～584 例目）
●2 月 17 日（木）発表分 11 人（壬生町 562 例目～572 例目）
●2 月 16 日（水）発表分 30 人（壬生町 532 例目～561 例目）
●2 月 15 日（火）発表分 10 人（壬生町 522 例目～531 例目）
●2 月 14 日（月）発表分 9 人（壬生町 513 例目～521 例目）
●2 月 13 日（日）発表分 24 人（壬生町 489 例目～512 例目）
●2 月 12 日（土）発表分 7 人（壬生町 482 例目～488 例目）
●2 月 11 日（金）発表分 7 人（壬生町 475 例目～481 例目）

●2 月 10 日（木）発表分 8 人（壬生町 467 例目～474 例目）
●2 月 9 日（水）発表分 10 人（壬生町 457 例目～466 例目）
●2 月 8 日（火）発表分 13 人（壬生町 444 例目～456 例目）
●2 月 7 日（月）発表分 8 人（壬生町 437 例目～444 例目）
→ （壬生町 436 例目～443 例目）
●2 月 6 日（日）発表分 6 人（壬生町 431 例目～436 例目）
→ （壬生町 430 例目～435 例目）
●2 月 5 日（土）発表分 11 人（壬生町 420 例目～430 例目）
→ （壬生町 419 例目～429 例目）
●2 月 4 日（金）発表分 10 人（壬生町 410 例目～419 例目）
→ （壬生町 409 例目～418 例目）
●2 月 3 日（木）発表分 17 人（壬生町 393 例目～409 例目）
→ （壬生町 392 例目～408 例目）

●2 月 2 日（水）発表分 15 人（壬生町 378 例目～392 例目）
→ （壬生町 377 例目～391 例目）
●2 月 1 日（火）発表分 11 人（壬生町 367 例目～377 例目）
→ （壬生町 366 例目～376 例目）
●1 月 31 日（月）発表分 16 人（壬生町 351 例目～366 例目）
→ （壬生町 350 例目～365 例目）
●1 月 30 日（日）発表分 9 人（壬生町 342 例目～350 例目）
→ （壬生町 341 例目～349 例目）
●1 月 29 日（土）発表分 8 人（壬生町 334 例目～341 例目）
→ 7 人（壬生町 334 例目～340 例目）

●1 月 28 日（金）発表分 23 人（壬生町 311 例目～333 例目）
●1 月 27 日（木）発表分 12 人（壬生町 299 例目～310 例目）
●1 月 26 日（水）発表分 5 人（壬生町 294 例目～298 例目）
●1 月 25 日（火）発表分 14 人（壬生町 280 例目～293 例目）
●1 月 24 日（月）発表分
10 歳代 女性（栃木県 19716 例目・壬生町 273 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 19720 例目・壬生町 274 例目）※陽性者との接触あり
60 歳代 男性（栃木県 19756 例目・壬生町 275 例目）
10 歳代 男性（栃木県 19803 例目・壬生町 276 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 19882 例目・壬生町 277 例目）
10 歳代 男性（栃木県 19887 例目・壬生町 278 例目）
10 歳代 女性（栃木県 19933 例目・壬生町 279 例目）
●1 月 23 日（日）発表分
20 歳代 男性（栃木県 19235 例目・壬生町 270 例目）
20 歳代 女性（栃木県 19236 例目・壬生町 271 例目）
20 歳代 女性（栃木県 19276 例目・壬生町 272 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 22 日（土）発表分
10 歳代 男性（栃木県 18639 例目・壬生町 259 例目）※陽性者との接触あり
30 歳代 女性（栃木県 18736 例目・壬生町 260 例目）
20 歳代 男性（栃木県 18737 例目・壬生町 261 例目）
20 歳代 男性（栃木県 18758 例目・壬生町 262 例目）
60 歳代 男性（栃木県 18760 例目・壬生町 263 例目）
60 歳代 男性（栃木県 18781 例目・壬生町 264 例目）
10 歳未満 男性（栃木県 18782 例目・壬生町 265 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 18908 例目・壬生町 266 例目）
20 歳代 男性（栃木県 18986 例目・壬生町 267 例目）
10 歳未満 女性（栃木県 19027 例目・壬生町 268 例目）
10 歳代 女性（栃木県 19045 例目・壬生町 269 例目）
●1 月 21 日（金）発表分

30 歳代 男性（栃木県 18443 例目・壬生町 256 例目）
60 歳代 女性（栃木県 18453 例目・壬生町 257 例目）※陽性者との接触あり
50 歳代 男性（栃木県 18589 例目・壬生町 258 例目）
●1 月 20 日（木）発表分
60 歳代 男性（栃木県 17972 例目・壬生町 252 例目）
50 歳代 女性（栃木県 18222 例目・壬生町 253 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 18223 例目・壬生町 254 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 18224 例目・壬生町 255 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 19 日（水）発表分
20 歳代 女性（栃木県 17594 例目・壬生町 244 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 女性（栃木県 17595 例目・壬生町 245 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 17596 例目・壬生町 246 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 17643 例目・壬生町 247 例目）
30 歳代 女性（栃木県 17644 例目・壬生町 248 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 女性（栃木県 17710 例目・壬生町 249 例目）
60 歳代 女性（栃木県 17778 例目・壬生町 250 例目）
30 歳代 男性（栃木県 17779 例目・壬生町 251 例目）
●1 月 18 日（火）発表分
70 歳代 男性（栃木県 17339 例目・壬生町 237 例目）
20 歳代 男性（栃木県 17340 例目・壬生町 238 例目）
20 歳代 女性（栃木県 17341 例目・壬生町 239 例目）※陽性者との接触あり
30 歳代 男性（栃木県 17377 例目・壬生町 240 例目）
40 歳代 男性（栃木県 17380 例目・壬生町 241 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 17381 例目・壬生町 242 例目）※陽性者との接触あり
30 歳代 男性（栃木県 17383 例目・壬生町 243 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 17 日（月）発表分
10 歳代 女性（栃木県 17038 例目・壬生町 234 例目）
20 歳代 男性（栃木県 17076 例目・壬生町 235 例目）※陽性者との接触あり
40 歳代 女性（栃木県 17177 例目・壬生町 236 例目）
●1 月 16 日（日）発表分
20 歳代 男性（栃木県 16889 例目・壬生町 226 例目）※陽性者との接触あり

20 歳代 男性（栃木県 16908 例目・壬生町 227 例目）※陽性者との接触あり
70 歳代 男性（栃木県 16925 例目・壬生町 228 例目）※陽性者との接触あり
40 歳代 女性（栃木県 16926 例目・壬生町 229 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 男性（栃木県 16931 例目・壬生町 230 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 16932 例目・壬生町 231 例目）
20 歳代 男性（栃木県 16962 例目・壬生町 232 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 16963 例目・壬生町 233 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 15 日（土）発表分
20 歳代 男性（栃木県 16691 例目・壬生町 221 例目）※陽性者との接触あり
70 歳代 女性（栃木県 16706 例目・壬生町 222 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 16707 例目・壬生町 223 例目）※陽性者との接触あり
30 歳代 女性（栃木県 16766 例目・壬生町 224 例目）
50 歳代 女性（栃木県 16771 例目・壬生町 225 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 14 日（金）発表分
20 歳代 男性（栃木県 16417 例目・壬生町 217 例目）
10 歳未満 女性（栃木県 16422 例目・壬生町 218 例目）
10 歳代 女性（栃木県 16539 例目・壬生町 219 例目）
20 歳代 女性（栃木県 16566 例目・壬生町 220 例目）
●1 月 13 日（木）発表分
10 歳未満 男性（栃木県 16352 例目・壬生町 215 例目）※陽性者との接触あり
10 歳未満 女性（栃木県 16377 例目・壬生町 216 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 12 日(水)発表分
10 歳代 女性（栃木県 16062 例目・壬生町 212 例目）※陽性者との接触あり
20 歳代 男性（栃木県 16116 例目・壬生町 213 例目）※陽性者との接触あり
40 歳代 女性（栃木県 16138 例目・壬生町 214 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 11 日(火)発表分
30 歳代 男性（栃木県 16002 例目・壬生町 209 例目）
30 歳代 男性（栃木県 16027 例目・壬生町 210 例目）※陽性者との接触あり
10 歳代 女性（栃木県 16028 例目・壬生町 211 例目）※陽性者との接触あり
●1 月 7 日(金)発表分

40 歳代 男性（栃木県 15803 例目・壬生町 208 例目）
●1 月 5 日(水)発表分
30 歳代 女性（栃木県 15722 例目・壬生町 207 例目）
●10 月 23 日（土）発表分
20 歳代 女性（栃木県 15448 例目・壬生町 206 例目）
●10 月 20 日（水）発表分
70 歳代 男性（栃木県 15440 例目・壬生町 205 例目）※陽性者との接触あり
●10 月 16 日（土）発表分
40 歳代 男性（栃木県 15426 例目・壬生町 204 例目）※陽性者との接触あり
●10 月 14 日（木）発表分
20 歳代 男性（栃木県 15413 例目・壬生町 202 例目）
20 歳代 男性（栃木県 15414 例目・壬生町 203 例目）
●10 月 13 日（水）発表分
20 歳代 男性（栃木県 15411 例目・壬生町 201 例目）
●10 月 12 日（火）発表分
20 歳代 男性（栃木県 15403 例目・壬生町 199 例目）
20 歳代 男性（栃木県 15404 例目・壬生町 200 例目）
●9 月 24 日（金）発表分
20 歳代 男性（栃木県 15081 例目・壬生町 198 例目）
●9 月 23 日（木）発表分
20 歳代 男性（栃木県 15058 例目・壬生町 197 例目）
●9 月 18 日（土）発表分
10 歳未満 男性（栃木県 14879 例目・壬生町 196 例目）
●9 月 10 日（金）発表分
40 歳代 男性（栃木県 14354 例目・壬生町 195 例目）

●9 月 9 日（木）発表分
20 歳代 男性（栃木県 14201 例目・壬生町 193 例目）※陽性者との接触あり
50 歳代 女性（栃木県 14233 例目・壬生町 194 例目）
●9 月 8 日（水）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 14060 例目・壬生町 190 例目）※壬生町 191・192 例目の同居家族
10 歳代 女性 （栃木県 14061 例目・壬生町 191 例目）※壬生町 190・192 例目の同居家族
10 歳未満 男性 （栃木県 14062 例目・壬生町 192 例目）※壬生町 190・191 例目の同居家族
●9 月 7 日（火）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 14008 例目・壬生町 187 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 14050 例目・壬生町 188 例目）
50 歳代 男性 （栃木県 14058 例目・壬生町 189 例目）
●9 月 6 日（月）発表分
70 歳代 女性 （栃木県 13886 例目・壬生町 186 例目）※壬生町 165 例目同居家族
●9 月 5 日（日）発表分
10 歳未満 男性 （栃木県 13844 例目・壬生町 185 例目）
●9 月 4 日（土）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 13776 例目・壬生町 184 例目）
●9 月 3 日（金）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 13640 例目・壬生町 182 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 13641 例目・壬生町 183 例目）
●9 月 2 日（木）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 13504 例目・壬生町 181 例目）
●9 月 1 日（水）発表分
10 歳未満 女性 （栃木県 13308 例目・壬生町 178 例目）
70 歳代 男性 （栃木県 13360 例目・壬生町 179 例目）
10 歳未満 女性 （栃木県 13375 例目・壬生町 180 例目）

●8 月 31 日（火）発表分
10 歳未満 男性 （栃木県 13159 例目・壬生町 177 例目）

●8 月 30 日（月）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 13072 例目・壬生町 174 例目）
40 歳代 女性 （栃木県 13096 例目・壬生町 175 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 13097 例目・壬生町 176 例目）
●8 月 29 日（日）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 12940 例目・壬生町 172 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 13043 例目・壬生町 173 例目）
●8 月 28 日（土）発表分
10 歳未満 男性 （栃木県 12770 例目・壬生町 171 例目）※壬生町 151・153・158 例目の同居家
族
●8 月 27 日（金）発表分
10 歳未満 女性 （栃木県 12540 例目・壬生町 167 例目）
10 歳未満 女性 （栃木県 12541 例目・壬生町 168 例目）
50 歳代 男性 （栃木県 12581 例目・壬生町 169 例目）※壬生町 170 例目の同居家族
10 歳代 女性 （栃木県 12601 例目・壬生町 170 例目）※壬生町 169 例目の同居家族
●8 月 26 日（木）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 12435 例目・壬生町 164 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 12445 例目・壬生町 165 例目）
20 歳代 男性 （栃木県 12459 例目・壬生町 166 例目）
●8 月 25 日（水）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 12130 例目・壬生町 160 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 12185 例目・壬生町 161 例目）
30 歳代 女性 （栃木県 12223 例目・壬生町 162 例目）
40 歳代 女性 （栃木県 12225 例目・壬生町 163 例目）
●8 月 22 日（日）発表分

50 歳代 男性 （栃木県 11717 例目・壬生町 159 例目）

●8 月 21 日（土）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 11359 例目・壬生町 156 例目）
20 歳代 女性 （栃木県 11441 例目・壬生町 157 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 11507 例目・壬生町 158 例目）
●8 月 20 日（金）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 11262 例目・壬生町 152 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 11279 例目・壬生町 153 例目）
20 歳代 女性 （栃木県 11294 例目・壬生町 154 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 11301 例目・壬生町 155 例目）
●8 月 19 日（木）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 10800 例目・壬生町 146 例目）※他県陽性判明者の接触者
20 歳代 女性 （栃木県 10827 例目・壬生町 147 例目）
60 歳代 男性 （栃木県 10918 例目・壬生町 148 例目）
20 歳代 男性 （栃木県 10920 例目・壬生町 149 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 10936 例目・壬生町 150 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 11008 例目・壬生町 151 例目）
●8 月 18 日（水）発表分
10 歳代 女性 （栃木県 10616 例目・壬生町 139 例目）※陽性者との接触あり
10 歳未満 男性 （栃木県 10617 例目・壬生町 140 例目）※陽性者との接触あり
10 歳未満 女性 （栃木県 10618 例目・壬生町 141 例目）※陽性者との接触あり
10 歳未満 女性 （栃木県 10681 例目・壬生町 142 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 10696 例目・壬生町 143 例目）
10 歳未満 女性 （栃木県 10753 例目・壬生町 144 例目）
20 歳代 女性 （栃木県 10754 例目・壬生町 145 例目）
●8 月 16 日（月）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 10352 例目・壬生町 135 例目）※壬生町 130・136 例目の同居家族
10 歳未満 女性 （栃木県 10353 例目・壬生町 136 例目）※壬生町 130・135 例目の同居家族

30 歳代 男性 （栃木県 10355 例目・壬生町 137 例目）※壬生町 138 例目の同居家族
30 歳代 女性 （栃木県 10356 例目・壬生町 138 例目）※壬生町 137 例目の同居家族
●8 月 15 日（日）発表分
50 歳代 男性（栃木県 10240 例目・壬生町 134 例目）※壬生町 126 例目の同居家族
●8 月 14 日（土）発表分
10 歳未満 女性 （栃木県 10058 例目・壬生町 132 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 10117 例目・壬生町 133 例目）
●8 月 13 日（金）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 9892 例目・壬生町 130 例目）
10 歳未満 女性 （栃木県 9905 例目・壬生町 131 例目）※壬生町 115 例目の同居家族
●8 月 12 日（木）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 9758 例目・壬生町 129 例目）※壬生町 126 例目の同居家族
●8 月 11 日（水）発表分
40 歳代 女性 （栃木県 9669 例目・壬生町 128 例目）
●8 月 9 日（月）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 9337 例目・壬生町 124 例目）※壬生町 114・125 例目の同居家族
40 歳代 女性 （栃木県 9338 例目・壬生町 125 例目）※壬生町 114・124 例目の同居家族
40 歳代 女性 （栃木県 9383 例目・壬生町 126 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 9393 例目・壬生町 127 例目）
●8 月 7 日（土）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 9059 例目・壬生町 118 例目）※壬生町 119 例目の同居家族
20 歳代 男性 （栃木県 9060 例目・壬生町 119 例目）※壬生町 118 例目の同居家族
50 歳代 女性 （栃木県 9073 例目・壬生町 120 例目）※壬生町 121・122 例目の同居家族
20 歳代 女性 （栃木県 9074 例目・壬生町 121 例目）※壬生町 120・122 例目の同居家族
20 歳代 女性 （栃木県 9075 例目・壬生町 122 例目）※壬生町 120・121 例目の同居家族
50 歳代 女性 （栃木県 9152 例目・壬生町 123 例目）
●8 月 6 日（金）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 8927 例目・壬生町 115 例目）
10 歳代 女性 （栃木県 9033 例目・壬生町 116 例目）

20 歳代 女性 （栃木県 9043 例目・壬生町 117 例目）
●8 月 4 日（水）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 8678 例目・壬生町 114 例目）
●8 月 3 日（火）発表分
70 歳代 女性 （栃木県 8479 例目・壬生町 112 例目）
50 歳代 女性 （栃木県 8481 例目・壬生町 113 例目）
●8 月 1 日（日）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 8385 例目・壬生町 111 例目）
●7 月 31 日（土）発表分
70 歳代 男性 （栃木県 8199 例目・壬生町 108 例目）※壬生町 109 例目・110 例目の接触者
30 歳代 女性 （栃木県 8200 例目・壬生町 109 例目）※壬生町 108 例目・110 例目の接触者
10 歳未満 女性 （栃木県 8201 例目・壬生町 110 例目）※壬生町 108 例目・109 例目の接触者
●7 月 28 日（水）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 7814 例目・壬生町 105 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 7845 例目・壬生町 106 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 7871 例目・壬生町 107 例目）
●7 月 22 日（木）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 7498 例目・壬生町 104 例目）※壬生町 103 例目の同居家族
●7 月 19 日（月）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 7416 例目・壬生町 103 例目）
●７月 14 日（水）発表分
10 歳代 女性 （栃木県 7289 例目・壬生町 102 例目）
●７月５日（月）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 7129 例目・壬生町 101 例目）※壬生町 100 例目の同居家族
●７月３日（土）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 7103 例目・壬生町 99 例目）

50 歳代 男性 (栃木県 7107 例目・壬生町 100 例目)
●７月１日（木）発表分
90 歳代 男性 （栃木県 7036 例目・壬生町 97 例目）※壬生町 94・95 例目の同居家族
20 歳代 女性 (栃木県 7048 例目・壬生町 98 例目)
●6 月 26 日（土）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 6935 例目・壬生町 96 例目）
●6 月 25 日（金）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 6883 例目・壬生町 94 例目）※壬生町 95 例目の同居家族
50 歳代 女性 （栃木県 6884 例目・壬生町 95 例目）※壬生町 94 例目の同居家族
●6 月 22 日（火）発表分
10 歳代 女性 （栃木県 6815 例目・壬生町 93 例目）※壬生町 92 例目の同居家族
●6 月 20 日（日）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 6783 例目・壬生町 92 例目）
●6 月 11 日（金）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 6614 例目・壬生町 91 例目）
●6 月 9 日（水）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 6554 例目・壬生町 90 例目）※壬生町 89 例目の同居家族
●6 月 6 日（日）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 6482 例目・壬生町 89 例目）
●6 月 4 日（金）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 6442 例目・壬生町 88 例目）※壬生町 86 例目の同居家族
●6 月 1 日（火）発表分
50 歳代 男性

（栃木県 6366 例目：壬生町 87 例目）

●5 月 30 日（日）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 6317 例目：壬生町 86 例目）※栃木県 6168 例目の同僚

●5 月 29 日（土）発表分
10 歳未満 女性 （栃木県 6286 例目：壬生町 85 例目）※壬生町 84 例目の同居家族
●5 月 27 日（木）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 6204 例目：壬生町 84 例目）
●5 月 18 日（火）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 5877 例目：壬生町 82 例目）
20 歳代 女性 （栃木県 5887 例目：壬生町 83 例目）※壬生町 78 例目の同居者
●5 月 17 日（月）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 5862 例目：壬生町 81 例目）※壬生町 79 例目の接触者
●5 月 13 日（木）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 5697 例目：壬生町 78 例目）
70 歳代 男性 （栃木県 5700 例目：壬生町 79 例目）
80 歳代 女性 （栃木県 5704 例目：壬生町 80 例目）※壬生町 76 例目の同居家族
●5 月 12 日（水）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 5659 例目：壬生町 77 例目）
●5 月 10 日（月）発表分
80 歳代 男性 （栃木県 5617 例目：壬生町 76 例目）
●5 月 5 日（水）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 5448 例目：壬生町 75 例目）
●5 月 3 日（月）発表分
20 歳代 女性 （栃木県 5409 例目：壬生町 74 例目） ※栃木県 No.54 クラスター関連
● 4 月 26 日（月）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 5233 例目：壬生町 73 例目）
90 歳代 女性 （栃木県 5244 例目） ※4/27 発生届取下げのため削除
●4 月 20 日（火）発表分
40 歳代 女性 （栃木県 5090 例目：壬生町 71 例目）
50 歳代 男性 （栃木県 5093 例目：壬生町 72 例目）

●4 月 2 日（金）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 4691 例目：壬生町 69 例目）
50 歳代 女性 （栃木県 4692 例目：壬生町 70 例目）
●3 月 30 日（火）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 4565 例目：壬生町 68 例目）
●3 月 22 日（月）発表分
20 歳代 女性 （栃木県 4426 例目：壬生町 66 例目）※壬生町 67 例目の同居家族
60 歳代 男性 （栃木県 4432 例目：壬生町 67 例目）※壬生町 66 例目の同居家族
●3 月 12 日（金）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 4240 例目：壬生町 65 例目）※壬生町 62 例目の同居家族
●3 月 11 日（木）発表分
80 歳代 女性 （栃木県 4215 例目：壬生町 64 例目）※壬生町 58・59・60・63 例目の同居家族
●3 月 10 日（水）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 4205 例目：壬生町 63 例目）※壬生町 58・59・60 例目の同居家族
●3 月 9 日（火）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 4185 例目：壬生町 62 例目）
●3 月 3 日（水）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 4117 例目：壬生町 61 例目）
●3 月 2 日（火）発表分
10 歳代 女性 （栃木県 4112 例目：壬生町 59 例目）※壬生町 58・60 例目の同居家族
20 歳代 男性 （栃木県 4113 例目：壬生町 60 例目）※壬生町 58・59 例目の同居家族
●2 月 27 日（土）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 4081 例目：壬生町 57 例目）※壬生町 52・53 例目の子、壬生町 55・56
例目の兄
40 歳代 女性 （栃木県 4092 例目：壬生町 58 例目）

●2 月 23 日（火）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 4041 例目：壬生町 55 例目）※壬生町 52・53 例目の子、壬生町 56 例
目の弟
10 歳代 男性 （栃木県 4046 例目：壬生町 56 例目）※壬生町 52・53 例目の子、壬生町 55 例
目の兄
●2 月 20 日（土）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 4027 例目：壬生町 54 例目）※壬生町 51 例目の子
●2 月 19 日（金）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 4008 例目：壬生町 52 例目）※壬生町 51 例目知人、壬生町 53 例目の
夫
40 歳代 女性 （栃木県 4009 例目：壬生町 53 例目）※壬生町 51 例目知人、壬生町 52 例目の
妻
●2 月 18 日（木）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 4001 例目：壬生町 51 例目）
●2 月 15 日（月）発表分
40 歳代 女性 （栃木県 3965 例目：壬生町 50 例目）※壬生町 46 例目の妻
●2 月 13 日（土）発表分
10 歳代 男性 （栃木県 3950 例目：壬生町 47 例目）※壬生町 45 例目の同居家族
10 歳代 男性 （栃木県 3951 例目：壬生町 48 例目）※壬生町 45 例目の同居家族
10 歳代 女性 （栃木県 3954 例目：壬生町 49 例目）
●2 月 11 日（木）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 3922 例目：壬生町 46 例目）※壬生町 50 例目の夫
●2 月 10 日（水）発表分
80 歳代 男性 （栃木県 3914 例目：壬生町 45 例目）※壬生町 47・48 例目の同居家族
●2 月 9 日（火）発表分
70 歳代 女性 （栃木県 3894 例目：壬生町 44 例目）※壬生町 43 例目の母
●2 月 4 日（木）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 3819 例目：壬生町 43 例目） ※栃木県 No.34 クラスター関連

●2 月 2 日（火）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 3786 例目：壬生町 42 例目） ※壬生町 40 例目の妻

●1 月 30 日（土）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 3737 例目：壬生町 40 例目） ※壬生町 42 例目の夫
40 歳代 女性 （栃木県 3752 例目：壬生町 41 例目）
●1 月 28 日（木）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 3671 例目：壬生町 39 例目）
●1 月 26 日（火）発表分
50 歳代 女性 （栃木県 3596 例目：壬生町 38 例目）※壬生町 37 例目の母
●1 月 23 日（土）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 3500 例目：壬生町 37 例目）※壬生町 38 例目の子
●1 月 19 日（火）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 3260 例目：壬生町 36 例目）
●1 月 14 日（木）発表分
40 歳代 女性 （栃木県 2865 例目：壬生町 35 例目）※壬生町 28 例目の母
●1 月 13 日（水）発表分
10 歳未満 男性 （栃木県 2736 例目：壬生町 34 例目）
●1 月 11 日（月）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 2513 例目：壬生町 31 例目）
70 歳代 男性 （栃木県 2514 例目：壬生町 32 例目）
40 歳代 男性 （栃木県 2515 例目：壬生町 33 例目）※三人は同居家族
●1 月 9 日（土）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 2275 例目：壬生町 29 例目）
30 歳代 男性 （栃木県 2276 例目：壬生町 30 例目）※二人は同居家族

●1 月 8 日（金）発表分
20 歳代 女性 （栃木県 2221 例目：壬生町 28 例目）※壬生町 35 例目の子
●1 月 7 日（木）発表分
40 歳代 女性 （栃木県 2099 例目：壬生町 27 例目）
●1 月 6 日（水）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 1876 例目：壬生町 26 例目）
●1 月 5 日（火）発表分
30 歳代 男性 （栃木県 1797 例目：壬生町 25 例目）
●1 月 3 日（日）発表分
60 歳代 女性 （栃木県 1614 例目：壬生町 24 例目）※壬生町 22 例目の同居家族
●令和 3 年 1 月 1 日（金）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 1483 例目：壬生町 22 例目）※壬生町 24 例目の同居家族
30 歳代 女性 （栃木県 1502 例目：壬生町 23 例目）
●12 月 21 日（月）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 1027 例目：壬生町 20 例目）
50 歳代 女性 （栃木県 1032 例目：壬生町 21 例目）※二人は同居家族
●12 月 19 日（土）発表分
70 歳代 男性 （栃木県 994 例目：壬生町 18 例目）※壬生町 17 例目の同居家族
60 歳代 女性 （栃木県 995 例目：壬生町 19 例目）※壬生町 17 例目の同居家族
●12 月 17 日（木）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 944 例目：壬生町 17 例目）※壬生町 18・19 例目の同居家族
●12 月 16 日（水）発表分
80 歳代 女性 （栃木県 921 例目：壬生町 15 例目）
60 歳代 男性 （栃木県 922 例目：壬生町 16 例目）※二人は同居家族
●12 月 4 日（金）発表分
60 歳代 男性 （栃木県 711 例目：壬生町 14 例目）

●10 月 31 日（土）発表分
50 歳代 男性 （栃木県 489 例目：壬生町 13 例目）

●10 月 16 日（金）発表分
30 歳代 女性 （栃木県 456 例目：壬生町 10 例目）※452 例目の妻、同僚クラスター関連
10 歳代 女性 （栃木県 457 例目：壬生町 11 例目）※452 例目の子、同僚クラスター関連
10 歳代 男性 （栃木県 458 例目：壬生町 12 例目）※452 例目の子、同僚クラスター関連
●10 月 14 日（水）発表分
40 歳代 男性 （栃木県 450 例目：壬生町 8 例目）※同僚クラスター関連
30 歳代 男性 （栃木県 452 例目：壬生町 9 例目）※同僚クラスター関連
●8 月 28 日（金）発表分
20 歳代 男性 （栃木県 302 例目：壬生町 7 例目）
●8 月 26 日（水）発表分
20 歳代 女性 （栃木県 290 例目：壬生町 2 例目）
20 歳代 男性 （栃木県 291 例目：壬生町 3 例目）
20 歳代 男性 （栃木県 292 例目：壬生町 4 例目）
20 歳代 女性 （栃木県 293 例目：壬生町 5 例目）
20 歳代 男性 （栃木県 294 例目：壬生町 6 例目）
●令和 2 年 7 月 24 日（金） 発表分
80 歳代 女性 （栃木県 151 例目：壬生町 1 例目）

