
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  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 671 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２４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

650 7191 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月22日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6948例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

651 7192 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月20日 発症
8月22日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6948例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居1人、同居外4人）

652 7193 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月19日 発症
8月22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)：5人
（同居1人、同居外4人）

653 7194 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内554、649例目の濃厚接触
者

濃厚接触者(判明分)：なし

654 7195 患者 40代 女性 松本市 自営業
8月22日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

発症前２週間以内に中部地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居外5人）

655 7196 患者 40代 女性 松本市 自営業
8月17日 発症
8月23日 陽性判明
8月24日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）
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656 7197 患者 50代 男性 松本市 自営業
8月20日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内655例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

657 7198 患者 30代 女性 松本市 無職
8月18日 発症
8月22日 陽性判明
8月23日 自宅療養（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：なし

658 7199 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
8月22日 陽性判明
8月23日 自宅療養（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：なし

659 7200 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（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)：なし

660 7201 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内579例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

661 7202 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

市内621例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

662 7203 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

663 7204 患者 30代 女性 松本市 無職
8月22日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内504例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

664 7205 患者 20代 女性 松本市 無職
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内643例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

665 7206 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月23日 陽性判明
8月24日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

666 7207 患者 40代 女性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月23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)：なし

 



667 7208 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内531例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

668 7209 患者
10歳
未満

男性 松本市 小学生
8月23日 発症
　　　　陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内641例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

669 7210 患者 10代 男性 松本市 小学生
8月22日 発症
8月23日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内641例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居5人）

670 7211 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明（軽症）

発症前２週間以内に九州地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

671 7212 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月21日 発症
8月23日 陽性判明
8月24日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

672 7213 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月23日 陽性判明（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

 


