
＜２０２０年９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・スポーツ協会の動き 】 

 

月  日 曜   主な内容                                      １ 

９  １（火） 県内で５人感染確認、県内感染者２６１人(入院 87 人、死者 1 人)：長野市３人で 20 代男子信州大 

学生 2 人(8/29 確認の接触者)と 20 代女性、茅野市 50 代会社員女性、千曲市 30 代女性 

         ＊県内で初の死者(医療機関に入院中：年代・性別・居住地等は家族の意向で未発表) 

       ＊諏訪地域(岡谷市・諏訪市・茅野市など 6 市町村)「レベル３(警戒)」発令 

       ＊上田地域「レベル４」、長野・佐久・諏訪地域「レベル３」、そのほかの６地域「レベル２」 

１（火） 加盟団体へ「一般選手登録者名簿の確認について」を郵送 

  ２（水） 県内で７人感染確認、県内感染者２６８人(入院 76 人)：千曲市３人(3 人は 8/25 感染の女性と接触 

あり)で 60 代会社員男性、30 代と 50 代女性、上田市 50 代会社員男性、茅野市 50 代女性、東御市 

60 代男性、軽井沢町 80 代女性(東御市男性と軽井沢町女性は、軽井沢病院入院中に感染) 

 ＊県内初の院内感染(軽井沢病院に入院中の 2 人は、8/20 感染の東京都 80 代女性と同室) 

２（水） ＴＯＹＢＯＸ(小渕)より「2020 テニスの日：テニスフェスティバル(9/22)」募集開始の通知 

２（水） 県女子テニス連盟(上村)「第 36 回支部長杯＆OVER 支部長杯(9/28・29)」中止の通知 

３（木） 県内で１２人感染確認、県内感染者２８０人(入院 78 人)：上田市５人で 20 代女子信州大学生 3 人、 

20 代男子信州大学生、80 代女性(感染者の出た医療機関に入院)、千曲市４人で 30 代男性、40 代自 

営業男性、20 代女性 2 人(8/31 確認の知人)、長野市２人で 20 代女性 2 人、御代田町 30 代男性 

＊信州大学生による長野市と上田市のクラスターは「計 22 人」 

３（木） 2021 インターハイ実行委員会「テニス競技(松本市浅間温泉他：8/1～8)」開催発表 

４（金） 県内で４人感染確認、県内感染者２８４人(入院 80 人、重症 1 人、中等症 9 人)：上田市２人で 30 

代会社員男性と 20 代男子信州大学生、千曲市 80 代女性、長野市 20 代女性 

＊長野市の感染者は「スターバックス」善光寺仲見世通り店従業員 

５（土） 県内で２人感染確認、県内感染者２８６人(入院 73 人、中等症 10 人)：長野市 40 代女性(9/2 感染 

の濃厚接触者)、上田市 50代会社員男性(9/2 感染の 30 代会社員男性の濃厚接触者) 

 ＊軽井沢病院の全関係者を対象に行った検査は「253 人全員陰性」 

５（土） 国内感染者７２,２０３人(+3,056)、死者１,３７４人(+61)、入院・療養８,０６２人(-1,681), 

     重症２１０人(-26)、退院・療養解除６２,１０４人(+4,643) 

＊世界、２６,６４２,８８７人(+1,403,212)、死者８７５、１５６人(+28,501) 

５（土） 第 43 回全国選抜高校テニス大会県４地区予選(9/5･6)開催 

６（日） 県内で１人感染確認、県内感染者２８７人(入院 62 人)：長野市 30 代男性 

      ＊京都市の高校(部活)でクラスター発生(同じ部活動に所属の 34 人) 

６（日） 競技委員長(二木)より「第 66 回長野県テニス選手権：Ｓ(9/19・20)」中止の通知 

７（月） 県内で３人感染確認、県内感染者２９０人(入院 48 人)：上田市３人で 30 代会社員男性(同市中心市 

街地検査)、40 代従業員男性(8/27 感染の 70 代自営業男性の息子)、50 代会社員男性 

      ＊インドがアメリカ(627 万人)に次いで世界 2 位の感染者(420 万人),3 位ブラジル(413 万人) 

７（月） 「中止となった大会のお知らせ(９月７日以降）」を新着ニュースに掲載 

８（火） 県内で２人感染確認、県内感染者２９２人(入院 39 人)：長野市 80 代男性、茅野市 70 代女性 

         ＊県内初の死者(8/31 発表は 9/1)は「基礎疾患のある 80 代」と家族の承諾を得て発表 

８（火） 県スポーツ協会「2027 長野国体特別強化・2020 競技力向上事業ヒアリング」 



月  日 曜   主な内容                                      ２ 

９  ９（水） 県内で１人感染確認、県内感染者２９３人(入院 33 人)：御代田町 50 代会社員男性 

         ＊イギリスが開発中のワクチン、日本での治験中断(深刻な副作用発生のおそれ) 

 １０（木） 県内で２人感染確認、県内感染者２９５人(入院 29 人、重症 0 人)：千曲市 60 代会社員男性、原村 

30 代会社員男性 

       ＊上田地域「レベル４」、諏訪地域「レベル３」、そのほかの８地域「レベル２」 

１０（木） 国内感染者７４,６５９人(+2,456)、死者１,４３２人(+58)、入院・療養６,９５９人(-1,103), 

     重症１９８人(-12)、退院・療養解除６５,４９４人(+3,390) 

＊世界、２７,８８６,８２５人(+1,243,938)、死者９０４,１０３人(+28,947) 

＊世界の死者９０万人超(80 万人 8/22、70 万人 8/5、60 万人 7/19、50 万人 6/29、40 万人 6/8) 

１０（木） 県スポーツ協会より「2020 県スポーツ指導者研修会」中止の通知 

１１（金） 県内で１人感染確認、県内感染者２９６人(入院 25 人、重症 1 人)：飯山市 90 代女性 

       ＊90 代の感染者は県内初 

１１（金） 県スポーツ協会「2021 北信越国体テニス会場視察」 

１２（土） 上田地域「レベル３」に引き下げ、「３」は諏訪地域、そのほかの８地域は「レベル２」 

１２（土） 県秋季ジュニアテニス大会(中学生：9/12 男子・9/13 女子)開催 

１２（土） 国体(少年)強化練習会開催(9/12～13) 

１５（火） 県内で１人感染確認、県内感染者２９７人：信濃町 20 代信濃町職員女性(県外の感染家族と接触) 

       ＊上田地域「レベル２」に引き下げ、「レベル３」は諏訪地域のみ 

       ＊往来の必要性を改めて検討(10 万人あたり 5.0 人以上)：東京・神奈川・大阪・沖縄 

       ＊往来時は慎重な行動(10 万人あたり 2.5 人以上)：宮城・群馬・千葉・愛知・福岡 

１５（火） 国内感染者７７,１８６人(+2,527)、死者１,４８１人(+49)、入院・療養６,６７３人(-286), 

     重症１７４人(-24)、退院・療養解除６８,４９０人(+2,996) 

＊世界、２９,２８７,４２２人(+1,400,597)、死者９２８,５７６人(+24,473) 

１６（水） 県内で２人感染確認、県内感染者２９９人(入院 15 人)：長野市２人で同居する 20 代女性と 30 代男 

性(20 代女性は発症前 2 週間以内に群馬県に滞在) 

       ＊全県の警戒レベル「１」に引き下げ、警報を解除して「注意報」 

１８（金） 県スポーツ協会「2028 長野国体テニス審判員養成ヒアリング」 

１８（金） イベント入場制限緩和(東京発着の「ＧＯ ＴＯトラベル」販売開始) 

１８（金） 世界の感染者３，０００万人超(2500 万人 8/31、2000 万人 8/11、1500 万人 7/22、1000 万人 6/28) 

       ＊1000 万人半年以上、2000 万人 44 日間、3000 万人 38 日間 

１９（土） 県内で２人感染確認、県内感染者３０１人：長野市２人で 50 代男性と 40 代男性 

＊県内感染者３００人超(250 人 8/30、200 人 8/26、150 人 8/17、100 人 7/28、50 人 4/19) 

１９（土） 第 43 回全国選抜高校テニス大会県予選(9/19・20)開催 

２０（日） 国内感染者７９,８７３人(+2,687)、死者１,５２０人(+39)、入院・療養６,１２１人(-552), 

     重症１５９人(-15)、退院・療養解除７１,６８９人(+3,199)、ＰＣＲ検査実施数 1,653,717 人 

＊世界、３０,７８４,６７１人(+1,497,249)、死者９５７,０５９人(+28,483) 

２１（月） 県内で２人感染確認、県内感染者３０３人：長野市２人で 50 代女性と 60 代男性(2 人はいずれも 

8/19 確認の濃厚接触者) 

       ＊国内感染者８万人超(4～5 万人 8 日、5～6 万人 10 日、6～7 万人 13 日、7～8 万人 19 日) 

       ＊「アビガン」治験データ収集が完了(有効性・安全性確認なら承認申請) 

２１（月） 県秋季ジュニアテニス大会(小学生：9/21・22)開催 



月  日 曜   主な内容                                      ３ 

９ ２２（火） 2020 テニスの日(テニスフェスティバル)開催 

 ２３（水） 「アビガン(インフルエンザ治療薬)」を日本で開発された薬としては初の新型コロナウイルス治療薬 

として承認申請を行うと発表(アビガンに腎機能や肝機能の低下など以外に新たな副作用は未確認) 

         ＊アメリカの死者 20 万人超(世界の 20.7％)感染者は 690 万人(世界の 21.8％) 

２４（木） 競技委員長(二木)より「第 66 回長野県テニス選手権：Ｄ(10/3)」中止の通知 

２５（金） 国内感染者８１,７９０人(+1,917)、死者１,５５７人(+37)、入院・療養５,４６５人(-656), 

     重症１６３人(＋4)、退院・療養解除 74,149 人(+2,460)、ＰＣＲ検査実施数 1,703,049 件(+49,332) 

＊世界、３２,２４６,７５２人(+1,462,081)、死者９８３,２５０人(+26,191) 

２６（土） 2020 全日本ジュニア選抜室内県予選(18 歳以下)本戦：Ｓ(9/26・27)開催 

２６（土） 日本スポーツ庁より「鹿児島国体」2023 年に延期決定により「長野国体」も 2028 年に 1 年先送り 

 

２０２０年９月２６日（土）現在  長野県テニス協会：事務局：三村功 


