
町番号 108人目 109人目
県公表番号 21348 21349
年代 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町
発症日 8月29日 8月29日
陽性確認日 8月30日 8月30日

濃厚接触者 調査中 調査中

推定感染経路 調査中 調査中

町番号 107人目
県公表番号 21017
年代 高齢でない成人
性別 男性
居住地 小山町
発症日 発症なし
陽性確認日 8月28日

濃厚接触者 なし

推定感染経路 不明

令和3年8月31日(火) 公表分 【2人】 町内108～109人目 【新着】

備考

令和3年8月30日(月) 公表分 【1人】 町内107人目

備考



町番号 104人目 105人目 106人目
県公表番号 20466 20467 20468
年代 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町
発症日 8月26日 発症なし 8月25日
陽性確認日 8月26日 8月26日 8月27日

濃厚接触者 調査中 調査中 調査中

推定感染経路 調査中 調査中 調査中

町番号 102人目 103人目
県公表番号 20036 20037
年代 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町
発症日 8月26日 8月25日
陽性確認日 8月26日 8月27日

濃厚接触者 調査中 同居家族

推定感染経路 調査中 不明

令和3年8月29日(日) 公表分 【3人】 町内104～106人目

備考

令和3年8月28日(土) 公表分 【10人】 町内94～103人目

備考



町番号 94人目 95人目 96人目 97人目 98人目 99人目 100人目 101人目
県公表番号 20027 20029 20030 20031 20032 20033 20034 20035
年代 未成年者 20歳代 未成年者 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 女性 女性 女性 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町
発症日 8月27日 8月24日 8月26日 8月25日 8月25日 8月26日 8月26日 8月26日
陽性確認日 8月27日 8月27日 8月27日 8月25日 8月25日 8月26日 8月26日 8月26日

濃厚接触者 なし なし なし なし なし なし 調査中 調査中

推定感染経路
県外陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

接触
調査中 調査中

町番号 89人目 90人目 91人目 92人目 93人目
県公表番号 19399 19402 19403 19404 19409
年代 50歳代 40歳代 高齢でない成人 高齢でない成人 60歳代
性別 女性 女性 公表望まず 公表望まず 女性
居住地 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町
発症日 8月25日 8月26日 8月26日 8月25日 8月25日
陽性確認日 8月26日 8月26日 8月26日 8月26日 8月26日

濃厚接触者 なし なし 同居人 調査中 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
不明 調査中 不明

備考

令和3年8月27日(金) 公表分 【5人】 町内89～93人目

備考



町番号 81人目 82人目 83人目 84人目 85人目 86人目 87人目 88人目
県公表番号 18673 18675 18684 18686 18687 18688 18689 18690
年代 60歳代 20歳代 高齢でない成人 30歳代 未成年者 未成年者 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 男性 公表望まず 女性 女性 女性 男性 男性
居住地 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町
発症日 8月23日 8月22日 8月24日 8月24日 8月24日 発症なし 8月25日 8月25日
陽性確認日 8月24日 8月24日 8月25日 8月25日 8月25日 8月25日 8月25日 8月25日

濃厚接触者 なし 同居家族
同居家族
同僚

なし なし なし
同居家族
同僚

同僚

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
不明 不明

県内陽性者との
濃厚接触

県内陽性者との
濃厚接触

県内陽性者との
濃厚接触

不明 不明

町番号 73人目 74人目 75人目 76人目 77人目 78人目 79人目 80人目
県公表番号 18068 18069 18070 18071 18079 18082 18083 18094
年代 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 50歳代
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず 男性
居住地 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町 小山町
発症日 8月22日 8月22日 8月22日 8月23日 8月20日 8月21日 8月22日 8月21日
陽性確認日 8月23日 8月23日 8月23日 8月23日 8月24日 8月22日 8月22日 8月24日

濃厚接触者 なし なし なし なし 同居家族 なし なし 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触
不明 県外 不明

県内陽性者との
濃厚接触

【8人】

備考

町内73～80人目

【8人】 町内81～88人目

備考

令和3年8月26日(木) 公表分

令和3年8月25日(水) 公表分



町番号 71人目 72人目
県公表番号 17574 17645
年代 高齢でない成人 30歳代
性別 女性 男性
居住地 小山町 小山町
発症日 8月20日 8月21日
陽性確認日 8月22日 8月23日

濃厚接触者 なし なし

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

接触

町番号 70人目
県公表番号 16864
年代 20歳代
性別 男性
居住地 小山町
発症日 8月20日
陽性確認日 8月21日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触

【2人】 町内71～72人目

備考

【1人】 町内70人目

備考

令和3年8月24日(火) 公表分

令和3年8月22日(日) 公表分



町番号 69人目
県公表番号 16517
年代 未成年者
性別 男性
居住地 小山町
発症日 8月18日
陽性確認日 8月19日

濃厚接触者 なし

推定感染経路 県外

町番号 66人目 67人目 68人目
県公表番号 15817 15820 15827
年代 高齢でない成人 未成年者 40歳代
性別 公表望まず 公表望まず 男性
居住地 小山町 小山町 小山町
発症日 8月12日 8月19日 8月17日
陽性確認日 8月19日 8月19日 8月19日

濃厚接触者
同居家族
友人

なし なし

推定感染経路 県外
県内陽性者との

接触
県外

【1人】 町内69人目

【3人】 町内66～68人目

備考

備考

令和3年8月21日(土) 公表分

令和3年8月20日(金) 公表分



町番号 62人目 63人目 64人目 65人目
県公表番号 15196 15197 15201 15202
年代 未成年者 未成年者 30歳代 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町 小山町
発症日 8月14日 8月14日 8月16日 8月11日
陽性確認日 8月18日 8月18日 8月18日 8月16日

濃厚接触者 同居家族
同居家族
友人

同居家族 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県外陽性者との

濃厚接触
不明 県外

町番号 61人目
県公表番号 14650
年代 未成年者
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月17日
陽性確認日 8月17日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触

【1人】 町内61人目

備考

【4人】 町内62～65人目令和3年8月19日(木) 公表分

令和3年8月18日(水) 公表分

備考



町番号 58人目 59人目 60人目
県公表番号 14303 14305 14307
年代 高齢でない成人 未成年者 未成年者
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町
発症日 8月11日 8月12日 8月13日
陽性確認日 8月16日 8月16日 8月13日

濃厚接触者 なし
同居家族
友人

なし

推定感染経路 不明 不明 不明

町番号 57人目
県公表番号 14102
年代 高齢でない成人
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月12日
陽性確認日 8月15日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路 県外

【3人】 町内58～60人目

【1人】 町内57人目

備考

備考

令和3年8月17日(火) 公表分

令和3年8月16日(月) 公表分



町番号 55人目 56人目
県公表番号 13497 13499
年代 未成年者 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町
発症日 8月13日 8月13日
陽性確認日 8月13日 8月13日

濃厚接触者 調査中 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触

町番号 5人目
県公表番号 13117
年代 高齢でない成人
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月10日
陽性確認日 8月12日

濃厚接触者
同居家族
別居家族

推定感染経路 不明

【2人】 町内55～56人目令和3年8月14日(土) 公表分

【1人】 町内54人目

備考

令和3年8月13日(金) 公表分

備考



町番号 52人目 53人目
県公表番号 12852 12853
年代 高齢でない成人 未成年者
性別 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町
発症日 8月7日 8月9日
陽性確認日 8月11日 8月11日

濃厚接触者 なし なし

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触

町番号 51人目 　
県公表番号 12214
年代 高齢でない成人
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月7日
陽性確認日 8月8日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との

濃厚接触

【2人】 町内52～53人目令和3年8月12日(木) 公表分

【1人】 町内51人目

備考

令和3年8月9日(月) 公表分

備考



町番号 50人目 　
県公表番号 11847
年代 10歳代
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月4日
陽性確認日 8月6日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路 県外

町番号 49人目 　
県公表番号 11455
年代 高齢でない成人
性別 公表望まず
居住地 小山町
発症日 8月1日
陽性確認日 8月4日

濃厚接触者 同居家族

推定感染経路 不明

【1人】 町内50人目

【1人】 町内49人目

備考

備考

令和3年8月7日(土) 公表分

令和3年8月5日(木) 公表分



町番号 46人目 47人目 48人目
県公表番号 11230 11232 11233
年代 高齢でない成人 未成年者 未成年者
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町
発症日 8月1日 8月2日 8月2日
陽性確認日 8月3日 8月3日 8月3日

濃厚接触者 同居人 なし なし

推定感染経路 不明
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触

町番号 43人目 44人目 45人目
県公表番号 11140 11141 11142
年代 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 小山町 小山町 小山町
発症日 7月30日 発症なし 発症なし
陽性確認日 7月30日 7月30日 7月30日

濃厚接触者 調査中 調査中 調査中

推定感染経路 不明
県内陽性者との

濃厚接触
県内陽性者との

濃厚接触

【3人】 町内46～48人目

備考

【3人】 町内43～45人目

備考

令和3年8月4日(水) 公表分

令和3年8月3日(火) 公表分


