＜２０２０年１１月：新型コロナウイルス経過報告 ＞
【 長野県内・日本国内・世界の感染状況 ＆ テニス協会・スポーツ協会の動向 】
月

日

曜

主な内容

１

11

１（日） 県内５人目・６人目の感染者死亡(2 人とも新型コロナウイルス感染症で入院中の長野市内在住の入
院患者で基礎疾患があり、亡なったのは 10/21 と 10/27) 、県内死者６人
＊長野市は２人の亡くなった患者の年代や性別、発症から死亡に至る経緯は「遺族の意向」とし
て未発表。死亡から発表までに時間を要した理由についても「遺族への配慮」とした
１（日）

県内で２人感染確認(5 日連続）、県内感染者３４３人(入院 12 人、重症 0 人)：松本市 50 代医療従
事者女性と大阪府在住の 20 代会社員女性(10/30 に公共交通機関や自家用車で下諏訪町に帰省)
＊松本市 50 代医療従事者女性は「松本協立病院」とは別の医療機関に勤務

２（月）

県内で１人感染確認、県内感染者３４４人：北海道在住の 40 代男性(10 月末から長野市に滞在中)
＊県より「往来の必要性を改めて検討(10 万人あたり 5.0 人以上)」北海道・青森・宮城・東京・
愛知・大阪・沖縄の 7 都道府県、「往来時は慎重な行動(10 万人あたり 2.5 人以上)」群馬・埼
玉・千葉・神奈川・京都・兵庫・奈良・岡山の 8 府県
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２（月）

ＪＴＡ「Ｚｏｏｍ会議サポート」リハーサル開催

３（火）

県内で５人感染確認、県内感染者３４９人(入院 15 人、重症 0 人、死者 6 人)：松本市３人で 40 代
自営業男性(10/26 以前に首都圏往来)と 30 代女性と 10 歳未満女児(3 人は同居する家族)、下諏訪
町 50 代会社員女性と大分県から帰省した 20 代教職員女性(2 人は 10/30 一緒に行動)

３（火）

第 51 回県秋季上田テニス大会：Ｓ開催

４（水）

県内で１人感染確認(8 日連続)、県内感染者３５０人(入院 13 人)：長野市 40 代男性
＊松本広域圏(松本市・塩尻市・安曇野市・東筑摩郡 5 村)「レベル２：注意報」に引き上げ

４（水）

2021 選抜中学校北信越大会で「赤穂・女子」が優勝、全国大会(2021/3/28～30：高松市)出場

５（木）

国内感染者１０５,６８８人、国内死者１,８２１人、入院・療養中６,８１５人：重症者１８３人
＊国内１日の感染者 1,050 人(1 日当たりの感染者が 1,000 人を超えるのは 8/21 以来)
＊世界感染者４８,１３６,２２５人、世界死者１,２２５,９１３人

６（金） 県内で１人感染確認、県内感染者３５１人：下諏訪町 60 代会社員男性(11/3 確認 50 代女性と同居)
＊長野市は(10/11～10/27)に死亡した県内の死者 5 人が「長野赤十字病院」の入院患者(いずれも
重篤の基礎疾患あり)と発表、同病院では(9/27～10/10)入院患者ら 9 人の院内感染が発生
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７（土）

県内で１８人感染確認、県内感染者３６９人(入院 23 人、重症 0 人)：長野市１１人で 20 代女性 1
人、30 代女性 2 人、40 代女性 2 人、50 代女性 3 人(8 人は長野市権堂町のスナック「クラブ ハート
オブ ピナイ」の従業員)と店外で接触した 30 代男性と店とは関係ない 50 代女性 2 人、中野市２人
で 30 代女性 2 人（2 人とも長野市のスナック従業員）
、伊那市５人で 50 代会社員男性(2 週間以内に
首都圏訪問)と同居の 80 代女性、40 代会社員女性と同居の女子小学生と同居の 70 代男性
＊県内で 10 人以上の確認は 9/2 以来で、8/28 の 19 人、8/29 の 18 人と同じ 1 日としては 2 番目
＊国内１日の感染者 1,331 人(1 日当たりの感染者が 1,000 人を超えるのは 3 日連続)
＊北海道が「レベル３：警戒」に引き上げ(1 日の感染者数が 100 人超えるのは 3 日連続で 11/5 は
119 人、11/6 は 115 人、11/7 は 187 人で過去最多)
＊海外から到着した 27 人の感染確認(成田着は 22 人、羽田着は 3 人、福岡着は 2 人)

７（土）

2020 県高校新人テニス選手権大会(11/7・8)開催

７（土）

第 29 回県秋季実業団テニスリーグ：３部開催

月

日

曜

11

８（日）

主な内容

２

長野広域圏(長野市・須坂市・千曲市など 8 市町村)と北信広域圏(中野市・飯山市など 6 市町村)は
「レベル２：注意報」に引き上げ、松本広域圏(松本市・塩尻市など 8 市村)を含めて 3 広域圏
＊世界感染者 5,000 万人突破、4000 万人 10/19、3000 万人 9/18、2000 万人 8/11、1000 万人 6/28

８（日）

第 29 回県秋季実業団テニスリーグ：２部開催

９（月）

県内で１５人感染確認、県内感染者３８４人(入院 41 人、重症 0 人)：中野市７人で 40 代会社員男
性・男子中学生・小学生男子・小学生女子(30 代女性従業員の家族)と 40 代会社員男性・未就学女児
(別の 30 代女性従業員の家族)と 70 代会社員男性(利用者)、長野市２人で 40 代男性(40 代従業員女
性の家族)と 20 代男性(濃厚接触者)、須坂市 60 代会社員男性(利用者)：この 10 人は長野市権堂町
のスナック店関連者、千曲市 20 代男子大学生、岡谷市 40 代会社員女性、木島平村 50 代会社員男
性、栄村 60 代会社員男性、奈良県の 20 代会社員男性(車で首都圏訪問途中に木曽で陽性確認)
＊北海道の新規感染者数が 200 人で過去最多(1 日として東京都 157 人を上回る)
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９（月）

県ランキング(一般・ジュニア)新システム稼働打合せ

９（月）

「室内大会の入場制限について」を新着ニュースに掲載

１０（火）

県内で３人感染確認、県内感染者３８７人(入院 41 人、重症 0 人)：長野市２人で同居の 40 代男性
と女性、松本市 20 代松本税務署職員女性(長野市スナック従業員 40 代女性と店外にて接触)
＊11/7 確認の伊那市 50 代会社員男性は「キッツ伊那工場」の社員

１０（火）

国内感染者１１１,２２２人：空港検疫など 1,286 人、ｸﾙｰｽﾞ船・ﾁｬｰﾀｰ機 875 人を含む
国内死者１,８６４人：空港検疫など 14 人を含む、ＰＣＲ検査実施数２,６０１,０３６件
入院・療養中８,８２８人：重症者２０８人、退院・療養解除９８,９３３人
＊世界感染者５０,９１３,４５１人、世界死者１,２６３,０８９人
＊アメリカ感染者 1,000 万人突破(10,110,552 人：世界の 19.9％)

１０（火） 県スポーツ協会「競技団体ヒアリング」開催
１１（水） 県内で６人感染確認、県内感染者３９３人(入院 47 人、重症 0 人)：長野市４人で 50 代女性(11/8 確
認の 50 代女性の接触者)と 20 代女性・40 代女性(2 人は同居) と 60 代男性、飯山市 50 代会社員男
性(発症 2 週間以前に首都圏滞在)、木島平村 50 代会社員女性(11/9 確認の 50 代男性の接触者)
＊長野市権堂町のスナック「クラブ ハート オブ ピナイ」の店関連感染者は計 24 人
＊飯山市の 50 代男性の濃厚接触者が在籍する「小・中学校」を休校
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１２（木） 県内で１３人感染確認、県内感染者４０６人(入院 61 人)：長野市９人で 10 代男性・30 代女性・40
代男性 2 人・50 代男性 3 人・60 代男性 1 人・60 代女性 1 人、須坂市３人で 40 代会社員男性・50 代
会社員女性・60 代会社員男性、2 歳未満女児(11/2 大分県から帰省した 20 代教職員女性の娘)
＊長野広域圏(長野市・須坂市・千曲市など 8 市町村)と北信広域圏(中野市・飯山市など 6 市町村)
を「レベル３：警報」に引き上げ、松本広域圏(松本市・塩尻市など)は「レベル２：注意報」
＊国内１日の感染者 1,651 人で最多(8/7 の 1,597 人を超える)
１３（金）

ＪＴＡ「臨時評議員会議」Ｚｏｏｍ サポートによるオンライン会議開催

２０２０年１１月１３日（金）現在

長野県テニス協会：事務局：三村功

