
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  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 602 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２１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

575 6851 患者 50代 男性 埼玉県 自営業
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

576 6852 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
8月20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)：なし

577 6853 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月18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)：1人
（同居1人）

578 6854 患者 10代 男性 松本市 会社員
8月16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)：2人
（同居2人）

579 6855 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内488例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

580 6856 患者 50代 女性 松本市 無職
8月17日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：6人
（同居4人、同居外2人）
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581 6857 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月19日 発症
　　　　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

582 6858 患者 10代 男性 松本市 中学生
8月19日 発症
　　　　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

583 6859 患者
10歳
未満

女性 松本市 小学生
8月19日 発症
　　　　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

584 6860 患者 20代 男性 松本市 自営業
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)：2人
（同居2人）

585 6861 患者 10代 男性 松本市 高校生
8月19日 発症
　　　　陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：調査中

586 6862 患者 10代 男性 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）

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）

587 6863 患者 20代 男性 松本市 無職
8月18日 発症
8月19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)：なし

588 6864 患者 50代 女性 松本市 自営業
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

市内578例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

589 6865 患者 80代 女性 松本市 無職
8月17日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

590 6866 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

市内589例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

591 6867 患者 40代 女性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月19日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内466例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

 



592 6868 患者 50代 男性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月19日 陽性判明
8月21日 医療機関に入院（軽症）

市内553例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

593 6869 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月16日 発症
8月19日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内465例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

594 6870 患者 70代 男性 松本市 無職
8月14日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

市内306例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

595 6871 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月18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)：1人
（同居1人）

596 6872 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月14日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

597 6873 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月19日 発症
　　　　陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内436例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：8人
（同居外8人）

598 6874 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月18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)：2人
（同居2人）

599 6875 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月17日 発症
8月19日 陽性判明
8月20日 自宅療養（軽症）

市内469例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

600 6876 患者 20代 女性 宮崎県 無職
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)：5人
（同居外5人）

601 6877 患者 10代 女性 松本市 中学生
8月19日 発症
8月20日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内512例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

602 6878 患者 50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）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

 



603 6879 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月20日 発症
　　　　陽性判明（軽症）
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内556例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

 

 

 


