
犬 猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号 当選番号

DM1-1 守田　 ドラ CM1-1 仲地　 ベン CW1-1 長堂　 ミミ CW1-84 嘉数 みるく

DM1-2 秦野　 海 CM1-2 瀧　 ザラメ CW1-2 玉城 パン CW1-85 金城 オセロ

DM1-3 宜野座 蓮 CM1-3 田畑　 テモテ CW1-3 當山 ミケ CW1-86 坂野 ＡＬ

DM1-4 平良　 コーリー CM1-4 西村 ファラオ CW1-4 奥原 キロ CW1-87 仲宗根 くぅちゃん

DM1-5 渡具知　 茶太郎 CM1-5 喜屋武 アダネ CW1-5 鈴木 はぴ CW1-88 菅原 ふく

DM1-6 石新　 ハク CM1-6 髙里 銀太 CW1-6 中村 エメリーナ CW1-89 長濵 ＳＡＮＧＯ

DM1-7 上原　 レオン CM1-7 長山 ティム CW1-7 運天　 まりー CW1-90 吉田 シャー

DM1-8 比嘉　 ショート CM1-8 比嘉 フク CW1-8 銅谷 ナオ

DM1-9 根間　 スカル CM1-9 南風原 キャップ CW1-9 若原 ミルク

DM1-10 比嘉 シーザー CM1-10 佐々木 モコ CW1-10 和宇慶　 うる

DM1-11 野原 まほ CM1-11 石原 すいか CW1-11 真栄城　 あんず

DM1-12 元林　 ぽんた CM1-12 比嘉 やまと CW1-12 伊波 ナル

DM1-13 中島　 ピッキ CM1-13 仲本 おもち CW1-13 城間 メロン

DM1-14 田場　 虎麻呂 CM1-14 真栄田 オスカー CW1-14 比嘉 ラム

DM1-15 大城　 シロップ CM1-15 久高 ポンタ CW1-15 安里 こまち

DM1-16 岡本 ぷあ CM1-16 仲宗根 白 CW1-16 新垣 トロ

DM1-17 宮里　 茶々 CM1-17 桑原 ダッフィー CW1-17 新垣 みーちゃん

DM1-18 三木　 モコ CM1-18 新城　 モモ CW1-18 川村　 ジジ

CM1-19 冨名腰 ふく CW1-19 倉田　 ソラ

CM1-20 与那嶺 ちーちゃん CW1-20 田中　 テテ

CM1-21 城間 ググ CW1-21 ライト クッキー

CM1-22 比嘉　 ロト CW1-22 宮里 みー

CM1-23 島袋 ミャウ CW1-23 中澤　 チャチャ

CM1-24 仲地 ゆきち CW1-24 比嘉　 ポテト

CM1-25 濱里 レオ CW1-25 平良 とら太郎

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

令和２年度　犬・猫避妊去勢手術事業へご応募頂き誠にありがとうございました

第１期当選の飼い主の皆さまは下記の通りです

おめでとうございます♪

去勢 去勢 避妊 避妊



犬 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

DW1-1 仲田 メイ CM1-26 佐藤 エース CW1-26 城間 シロ

DW1-2 渡嘉敷 ココア CM1-27 渡慶次 リリー CW1-27 松原 ねこむ

DW1-3 屋嘉比 BIBI CM1-28 上原　 ビビ CW1-28 富山 ミルク

DW1-4 仲間 梨夢 CM1-29 座間味 小鉄 CW1-29 手登根 キキ

DW1-5 富村 くぅーちゃん CM1-30 平良 チャコ CW1-30 前比嘉 ナナ

DW1-6 高良 クゥーちゃん CM1-31 真喜志　 風太 CW1-31 山里 きらら

DW1-7 大城 モカ CM1-32 玉木 チコ CW1-32 前泊 ジユ

DW1-8 デイビス 首里 CM1-33 金城 らお CW1-33 新垣 リズ

DW1-9 銘苅 はな CM1-34 石垣 ジル CW1-34 有賀　 シャワー

DW1-10 源河　 ジェッタ CM1-35 木下 レオ CW1-35 比嘉 めんま

DW1-11 花城　 とうり CM1-36 阿嘉 たんじろう CW1-36 北澤 ノラ

DW1-12 宮城　 ティラ CM1-37 神里　 田んぼ CW1-37 岩栄 コシロ

DW1-13 高嶋　 ひめ CM1-38 安谷屋 ムー CW1-38 与儀　 ミラ

DW1-14 中川　 ティー CM1-39 波平 ワカ CW1-39 川端　 きなこ

DW1-15 岸本　 サンゴ CM1-40 江洲 みいた CW1-40 海野 ルッカ

DW1-16 仲間 チャーリー CM1-41 下地 リオ CW1-41 宜寿次 みー

DW1-17 吉原　 鈴 CM1-42 守　 ふろにゃるど CW1-42 金城 ゆゆ

DW1-18 伊佐 姫 CM1-43 松原 ビビ CW1-43 我謝 キキ

DW1-19 荒尾　 なつ CM1-44 黒澤 マナ CW1-44 知念 こむぎ

DW1-20 山内 ココ CM1-45 渡慶次 ムタ CW1-45 金城 りん

DW1-21 知名　 まろ CM1-46 金城 パンダ CW1-46 與座　 いくら

DW1-22 宮城　 ムーチー CM1-47 東泊 ちびた CW1-47 石川 チビ

DW1-23 佐藤　 ココ CM1-48 阿波根 エブリィ CW1-48 堀江 由月

DW1-24 大城 ロゼ CM1-49 桃原 ココア CW1-49 石垣　 まめ

DW1-25 宮平　 チョコ CM1-50 照屋　 しま CW1-50 前城 チビ

DW1-26 照屋　 ローズ CM1-51 伊敷 アロ CW1-51 新垣 オレオ

DW1-27 津波古　 もも CM1-52 金城 ビル CW1-52 儀保 きなこ

DW1-28 井上　 チコ CM1-53 中川 ネロ CW1-53 仲吉 たまご

DW1-29 上原 リラ CM1-54 宮里 七味 CW1-54 平敷 まめ

DW1-30 大城　 ラッキー CM1-55 仲里 メイヴィス CW1-55 宮城　 ポポン

DW1-31 新田　 ココ CM1-56 上地 ミリ CW1-56 金城 みー

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

避妊 去勢 避妊



犬 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

DW1-32 大城 たま CM1-57 槙原 だいや CW1-57 田島 ミケ

DW1-33 島袋　 チーズ CM1-58 大石 あるた CW1-58 山口 てんてん

DW1-34 平良　 アン CM1-59 宝園 ライ CW1-59 仲榮真　 ランラン

DW1-35 下地　 ナナ CM1-60 佐藤 はく CW1-60 山城 杏

DW1-36 ジャヌタカ チル CW1-61 平田 くるみ

CW1-62 仲宗根　 なお

CW1-63 上間 マロン

CW1-64 比嘉 チャーリー

CW1-65 福里 ミャーミャー

CW1-66 上原 ショコラ

CW1-67 瀬長　 ミィーちゃん

CW1-68 波照間 メイ

CW1-69 比嘉　 マミー

CW1-70 崎山　 キキ

CW1-71 座喜味 きき

CW1-72 小橋川 ミー

CW1-73 テクノスメタル工業（株） 宮城チビクロ

CW1-74 宮城 ミー

CW1-75 前田 くぅちゃん

CW1-76 玉寄 サラン

CW1-77 西平 ちくわ

CW1-78 玉城　 はな

CW1-79 仲里 グニ

CW1-80 保良　 ルナ

CW1-81 新　 もずく

CW1-82 神谷 シオン

CW1-83 仲門 いくら

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

避妊 去勢 避妊


