
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  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 573 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２０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

544 6708 患者 40代 女性 松本市 無職
8月11日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居3人、同居外1人）

545 6709 患者 50代 女性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月18日 陽性判明
8月19日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

546 6710 患者 20代 女性 松本市 自営業
8月17日 発症
8月18日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

市内461例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

547 6711 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月12日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内434例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：6人
（同居6人）

548 6712 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月11日 発症
8月17日 陽性判明
8月19日 医療機関に入院（軽症）

市内483例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

549 6713 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月12日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内472例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし
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550 6714
無症状病
原体保有

者
40代 男性 松本市 会社員

8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（無症状）

市内472例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

551 6715 患者 20代 女性 松本市 自営業
8月17日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内472例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

552 6716 患者 20代 男性 松本市 大学生
8月12日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内431例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

553 6717 患者 50代 女性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月18日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

市内461例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

554 6718 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月18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2人、同居外1人）

555 6719 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月18日 陽性判明
8月20日 宿泊療養施設に入所（軽症）

市内451例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

556 6720 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月18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)：1人
（同居1人）

557 6721 患者 50代 女性 松本市 自営業
8月14日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内471例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居2人、同居外1人）

558 6722 患者
10歳
未満

女性 松本市 小学生
8月15日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内487例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

559 6723 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月18日 陽性判明（軽症）

市内485例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居2人、同居外3人）

560 6724 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月18日 陽性判明
8月19日 医療機関に入院（軽症）

市内549例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

 



561 6725 患者 20代 男性 石川県 会社員
8月17日 発症
8月18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

562 6726 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内447例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

563 6727 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月15日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県6685例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：6人
（同居4人、同居外2人）

564 6728 患者
10歳
未満

男性 松本市 小学生
8月18日 発症
　　　　陽性判明
8月19日 宿泊療養施設に入所（軽症）

市内468例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：8人
（同居8人）

565 6729
無症状病
原体保有

者

10歳
未満

女性 松本市 未就学児
8月18日 陽性判明
　　　　自宅療養（無症状）

市内566例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

566 6730 患者 20代 女性 松本市 自営業
8月 9日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

567 6731 患者 30代 女性 松本市 自営業
8月14日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内399例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

568 6732 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月18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
（同居外1人）

569 6733 患者 20代 男性 松本市 大学生
8月17日 発症
8月18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)：6人
（同居5人、同居外1人）

570 6734 患者 40代 男性 松本市 自営業
8月16日 発症
8月18日 陽性判明
8月19日 医療機関に入院（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)：1人
（同居1人）

571 6735 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月15日 発症
8月18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）

 



572 6736 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内544例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居1人、同居外1人）

573 6737 患者 30代 女性 松本市 自営業
8月15日 発症
8月18日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居外1人）

574 6738 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月19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4人、同居外1人）

 

 

 


