
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  松本市内において、新型コロナウイルス感染者が確認されました。詳細は、以下

のとおりです。 

  なお、松本市における新型コロナウイルス感染症の陽性者の累計は 633 名です。 

 

松本市内の新型コロナウイルス感染症陽性者に係る状況　【令和３年８月２２日公表分】

市
No.

県
No.

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等 備　考

604 6991 患者 10代 女性 松本市 無職
8月16日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内578例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

605 6992 患者 20代 男性 松本市 大学生
8月19日 発症
8月20日 陽性判明（軽症）

発症前２週間以内に東海地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

606 6993 患者 70代 男性 松本市 無職
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
8月21日 医療機関に入院（軽症）

市内469例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

607 6994 患者 10代 女性 岐阜県 無職
8月16日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居外3人）

608 6995 患者 60代 女性 松本市 無職
8月19日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内594例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居外2人）

609 6996 患者 40代 女性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）
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610 6997 患者 50代 女性 松本市 無職
8月17日 発症
8月20日 陽性判明
8月21日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

611 6998 患者 50代 女性 松本市 会社員
8月11日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

612 6999 患者 50代 女性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内434例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

613 7000 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6795例目、県6945例目の濃
厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

614 7001 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内510例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

615 7002 患者 20代 男性 三重県 会社員
8月14日 発症
8月20日 陽性判明（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

616 7003
無症状病
原体保有

者
10代 女性 松本市 小学生

8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（無症状）

市内520例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

617 7004 患者 30代 女性 松本市 自営業
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

618 7005 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内514例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

619 7006 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月19日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内594例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

620 7007 患者 80代 女性 松本市 無職
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
8月21日 医療機関に入院（軽症）

市内538例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

 



621 7008 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
　　　　陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6944例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

622 7009 患者 40代 女性 松本市 無職
8月19日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

623 7010 患者 10代 男性 松本市 高校生
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

624 7011 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内485例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

625 7012 患者 50代 女性 松本市 会社員
8月20日 発症
　　　　陽性判明（軽症）

市内574例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

626 7013 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
8月21日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

627 7014 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6666例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

628 7015 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

県6666例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

629 7016 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月19日 発症
8月21日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：7人
（同居7人）

630 7017 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
8月21日 陽性判明（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

631 7018 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月11日 発症
8月21日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内474例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居5人）

 



632 7019 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月21日 陽性判明（軽症）

市内507例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

633 7020 患者 10代 男性 群馬県 大学生
8月18日 発症
8月21日 陽性判明（軽症）
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

634 7021 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月19日 発症
8月21日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

 

 

報道機関各位におかれましては、感染者本人やご家族などが特定されないよう個人情

報保護にご配意をお願いします。 

 

 


