
犬 猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号 当選番号

DM2-1 仲里 空助 CM2-1 下地 ムギちゃん CW2-1 伊良波 まいこ CW2-84 城閒 ミーちゃん

DM2-2 上間 ボブ CM2-2 具志堅　 ふく CW2-2 大嶋　 アップ CW2-85 新垣 イエロー

DM2-3 柳 ジャック CM2-3 石井　 チビ CW2-3 中川 恵 CW2-86 島袋 トランプ

DM2-4 上地 キャップ CM2-4 石川 えび CW2-4 入松川 オヤミイ CW2-87 直田　 チーチー

DM2-5 當眞 むぎ CM2-5 儀部 じゅう CW2-5 石川 アーサー CW2-88 仲村 モモ

DM2-6 上原 シンバ CM2-6 佐藤　 ころ CW2-6 米倉　 リズ CW2-89 宮平 チビクロ

DM2-7 八藤後 モコ CM2-7 伊禮　 マロ CW2-7 佐久間 パイン CW2-90 豊満 Ｂ－Ｂ－

DM2-8 池間 イケマ　O-JI CM2-8 比嘉　 むぎ CW2-8 川本　 知念 CW2-91 伊敷 ミー

DM2-9 知念 レオ CM2-9 江本　 クーちゃん CW2-9 後藤 すず CW2-92 本村 シェリー

DM2-10 松田 五郎 CM2-10 屋比久 コク CW2-10 新城　 ユウ CW2-93 嵩原 アンジー

DM2-11 饒平名　 チロル CM2-11 喜瀬　 とら CW2-11 東江　 ぽんちゃん CW2-94 森山 るーちん

DM2-12 友利 ロン CM2-12 喜納 ゆめ CW2-12 斉藤　 ミゥ CW2-95 當前 ミィちゃん

DM2-13 島袋　 クロスケ CM2-13 與那覇 シンバ CW2-13 上間　 チル CW2-96 髙那　 のら

DM2-14 小橋川　 ハチ CM2-14 宮里　 ことら CW2-14 松元　 ひまり CW2-97 上地 しろ

DM2-15 高田 ももた CM2-15 真栄田 エル CW2-15 安田　 よにょ CW2-98 金嶺 ジョジョ

DM2-16 宇久田 喜来 CM2-16 陳　 ＴＯＴＯ CW2-16 上間　 チビ CW2-99 與那嶺 ミー

DM2-17 崎原 エバン CM2-17 伊礼 ルイ CW2-17 田港　 るる

DM2-18 仲宗根 チャッピー CM2-18 平田　 リキ CW2-18 西平　 ミュー

DM2-19 金城　 コタロウ CM2-19 當眞 福 CW2-19 玉城 くう

DM2-20 前田 ロング CM2-20 當間 とび CW2-20 早瀬　 マオ

CM2-21 今西 ハチ CW2-21 源河 ねずン

CM2-22 奥原 メロン CW2-22 外山　 ネル

CM2-23 岡本　 シヴァ CW2-23 桑江 すしし

CM2-24 伊佐 シルク CW2-24 與那覇 ユキ

CM2-25 瑞慶覧 じじ CW2-25 仲本　 クロー

犬 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

DW2-1 澤岻　 ｒｕｉ CM2-26 比嘉 とも CW2-26 島袋 つむぎ

DW2-2 上原　 モモ CM2-27 平良 ゴン太 CW2-27 貞包 コメ

DW2-3 玉城　 プリン CM2-28 知念 りんた CW2-28 赤塚 みや

DW2-4 幸地　 モカ CM2-29 黒島 もんちゃん CW2-29 平良 モモ

DW2-5 仲宗根 すもも CM2-30 木村 クロ豆 CW2-30 宮城 ほっしぃ

DW2-6 古堅　 リリー CM2-31 シワード ＭＡＸ CW2-31 大屋　 こはる

DW2-7 伊波　 チェリー CM2-32 仲田　 おから CW2-32 玉城 シャーシャ

DW2-8 新城　 もち CM2-33 普天間 テンテン CW2-33 石川 鋼

DW2-9 来間　 こむぎ CM2-34 原 ハナ CW2-34 當原 らら

DW2-10 東江　 チャコ CM2-35 上間 ロイド CW2-35 喜屋武 イチ

DW2-11 又吉　 リノン CM2-36 大城 ハナマル CW2-36 喜屋武　 コロン

DW2-12 仲里　 Ｐ CM2-37 林　 とらじろう CW2-37 小橋川 スー

DW2-13 棚原　 まある CM2-38 御手洗 とらのすけ CW2-38 天久　 晴子

DW2-14 友寄　 ふあり CM2-39 水野 ニコル CW2-39 芽野　 ニャーラ

DW2-15 片桐　 さくら CM2-40 佐原 シャムたま CW2-40 我那覇 ぽんず

DW2-16 堀井　 アネ CM2-41 座波 にい CW2-41 伊佐　 ラピス

DW2-17 糸井　 プチ CM2-42 岸本 アモ CW2-42 呉屋　 こむぎ

DW2-18 横田　 キャンディ CM2-43 冨山 ハチ CW2-43 泉川 レオ

DW2-19 比嘉　 チップ CM2-44 儀保 ウベ CW2-44 崎濱　 まる

DW2-20 岸本　 チュラ CM2-45 瀬長 チビ CW2-45 當山　 きい

DW2-21 友寄　 しめじ CM2-46 大城 桃太郎 CW2-46 金城　 茶々

DW2-22 大城　 メイ CM2-47 金城 ハル CW2-47 末吉 らい

DW2-23 佐久眞　 ムーン CM2-48 下地　 まるお CW2-48 比嘉　 くるみ

DW2-24 松川　 ブース CM2-49 大城 トラ CW2-49 金　 ミミ

DW2-25 池間　 アンヅ CM2-50 大山 こつぶ CW2-50 知花　 タマ

DW2-26 川村　 コロン CM2-51 真境名 にゃんた CW2-51 新垣 にじ

DW2-27 木場　 チャロ CM2-52 中山 クロ CW2-52 渡嘉敷 まめ

DW2-28 黒島　 もも CM2-53 永吉 とら吉 CW2-53 岸本　 チーちゃん

DW2-29 吉原　 あずき CM2-54 城閒 チャッシー CW2-54 北角 ポテ

DW2-30 桃原　 ココ CM2-55 大城 オレオ CW2-55 上村　 ニャルマ

DW2-31 當間　 あずき CM2-56 大城 トラ CW2-56 上原 ミーミ

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

避妊 去勢 避妊

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２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

DW2-32 田村　 ソンヨン CM2-57 外間　 うめ CW2-57 柄澤　 スイミー

DW2-33 野原　 マリー CM2-58 上原 茶々 CW2-58 山田 サン

DW2-34 嘉数 マロン CM2-59 新垣 ちび CW2-59 小笠原 タラ

DW2-35 玉那覇 マロン CM2-60 西江 もずく CW2-60 上原 ねねちゃん

DW2-36 嘉数　 ロナ CM2-61 当間 ミルク CW2-61 知念 わさび

DW2-37 小橋川 ルーク CM2-62 神谷 ミー CW2-62 豊村 ナナ

DW2-38 與那嶺 マル CM2-63 臼井 とら CW2-63 勝連 シロ

DW2-39 伊志嶺 ユウ CM2-64 宮城 プープー CW2-64 與那城 ミケ

CM2-65 與儀 タロウ CW2-65 宮平　 ハピ

CM2-66 都丸　 もみじ CW2-66 玉那覇 はな

CW2-67 国仲　 シロ

CW2-68 石嶺 みゅー

CW2-69 水津 しろ

CW2-70 森川 かーな

CW2-71 中村 マーブル

CW2-72 水川　 サクラ

CW2-73 小嶺 まる

CW2-74 濱元　 ミミ

CW2-75 外間　 チビ

CW2-76 渡慶次 ココ

CW2-77 又吉 ちぃーた

CW2-78 比嘉　 仲

CW2-79 上地 コロン

CW2-80 本田　 ゆず

CW2-81 玉城 ルナ

CW2-82 奥間　 みお

CW2-83 大城 そら

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

避妊 去勢 避妊


