
犬 犬 犬

当選番号 当選番号 当選番号

DM2-1 山口 ジェイ DW2-1 町田 ＳＵＮ DW2-31 与那 はな

DM2-2 山入端 ＬＯＶＥ DW2-2 佐藤 サラ DW2-32 赤嶺 マル

DM2-3 又吉 おもち DW2-3 池味 ハナ DW2-33 新屋 空

DM2-4 仲宗根 ハク DW2-4 明石 レイ DW2-34 冨平 チワワ

DM2-5 新谷 コロン DW2-5 富村 ちゃんこ DW2-35 金城 ココ

DM2-6 宮良 あんこ DW2-6 國吉 チャーミー DW2-36 比嘉 カペチ

DM2-7 平良 ダッキー DW2-7 山岸 チップ DW2-37 嶺井 花

DM2-8 嘉数 Ｓａｎｄｙ DW2-8 中地 エクレア DW2-38 諸見謝 ナナ

DM2-9 猪野屋 ペッパー DW2-9 斉藤 うめ DW2-39 名嘉 モカ

DM2-10 幸地 ミルキ DW2-10 志良堂 ココ DW2-40 中村 クー

DM2-11 馬場 福 DW2-11 金城 ＭＡ・ＬＵＣＡ

DM2-12 佐野 チューイ DW2-12 松原 モカ

DM2-13 泉水 ジョン DW2-13 友利 りーみぃ

DM2-14 比嘉 ルーク DW2-14 池宮城 ハナコ

DM2-15 大城 サスケ DW2-15 大城 ククル

DM2-16 新崎 ボヌール DW2-16 立花 ナナ

DM2-17 平田 小太郎 DW2-17 崎原 ふう

DM2-18 田場 マリン DW2-18 棚原 りあちゃん

DM2-19 井川 かん太 DW2-19 鏑木 ひなた

DM2-20 與那覇 シロ DW2-20 当山 ローサ

DW2-21 下地 ちゃい

DW2-22 竹越 ティアラ

DW2-23 池原 ピット

DW2-24 川間 サラン

DW2-25 崎間 まな

DW2-26 下田 ソフィア

DW2-27 山内 きなこ

DW2-28 松川 ベル

DW2-29 幸喜 ミミ

DW2-30 砂川 こうめ

猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

CM2-1 田安 杏寿郎 CM2-31 砂川 グリ CM2-61 徳嶺 ライティ

CM2-2 比嘉 ココ CM2-32 山田 いわし CM2-62 西銘 坊

CM2-3 永山 モモ CM2-33 中村 りんりん CM2-63 西表 ちゃお

CM2-4 川本 ジョージ CM2-34 堀田 ゲンマイ CM2-64 北川 マロン

CM2-5 大久保 ヨンナン CM2-35 真栄城 ハース CM2-65 友利 ガク

CM2-6 仲村 ミミ CM2-36 西里 チュースケ CM2-66 松下 羽瑠

CM2-7 太田 チョビ CM2-37 山本 シロ

CM2-8 真壁 みかん CM2-38 永淵 とら

CM2-9 石村 ブルー CM2-39 仲村 みい

CM2-10 目取眞 シンバ CM2-40 玉木 ヒロ

CM2-11 佐喜眞 大 CM2-41 親川 ｳﾞｨｳﾞｨ

CM2-12 前里 リン CM2-42 宮城 ミー

CM2-13 栄村 たっきゅう CM2-43 古屋 麦

CM2-14 玉城 リリ CM2-44 島尻 レオ

CM2-15 大川 ゴマ CM2-45 新垣 ライ

CM2-16 大城 レオ CM2-46 天願 うに

CM2-17 下地 デン CM2-47 守屋 ちょこん

CM2-18 金城 ライ君 CM2-48 當眞 まおちゃん

CM2-19 當山 リン CM2-49 伊藤 レオ

CM2-20 崎濱 クロ CM2-50 和田 アトム

CM2-21 宮里 ロン CM2-51 堀川 チャトラン

CM2-22 佃 ころん CM2-52 坂内 天

CM2-23 服部 鈴之助 CM2-53 山崎 チビ

CM2-24 安田 ネロ CM2-54 小山 かりん

CM2-25 比嘉 あっくん CM2-55 亀島 ゴン

CM2-26 野村 チビ CM2-56 津田 トラ次

CM2-27 嘉数 ジュリ CM2-57 白井 しろ

CM2-28 伊佐 ジャクソン CM2-58 稲福 男爵

CM2-29 當眞 ふわ丸 CM2-59 濱川 ココ

CM2-30 池原 ポッポ CM2-60 村田 ふーた

猫 猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号 当選番号

CW2-1 又来 トト CW2-31 宮城 すず CW2-61 新城 ミー CW2-91 諸見里 タマ

CW2-2 大城 あきちゃん CW2-32 松田 小梅 CW2-62 赤嶺 もふ CW2-92 高木 ジュリ

CW2-3 仲村 みやび CW2-33 下門 リリ CW2-63 大内田 トロ CW2-93 比嘉 まる子

CW2-4 足立 トト CW2-34 米須 かず CW2-64 恵村 たま子 CW2-94 上原 リンリン

CW2-5 田崎 白玉 CW2-35 諸見里 のん CW2-65 玉城 ココ CW2-95 藤原 チャコ

CW2-6 オグンブンミ Picky CW2-36 仲村 ラテ CW2-66 スミス トラ子 CW2-96 金盛 ココ

CW2-7 松田 まろ CW2-37 亀濱 むぎ CW2-67 小橋川 まる CW2-97 田中 ミュウ

CW2-8 仲尾 ベル CW2-38 伊波 まる CW2-68 池田 みみ CW2-98 髙嶺 うるめ

CW2-9 比嘉 ミィ CW2-39 仲本 みぢゅ CW2-69 前平 みーちゃん CW2-99 仲里 もも

CW2-10 森山 がさこ CW2-40 喜納 トュース CW2-70 垣花 ニモ

CW2-11 山里 ミケ CW2-41 森本 とらん CW2-71 名嘉 めいポン

CW2-12 大城 ミー CW2-42 徳元 メイ CW2-72 具志堅 ココア

CW2-13 松田 小梅 CW2-43 西田 ねずみ CW2-73 宮城 ミーちゃん

CW2-14 比嘉 ゼン CW2-44 比嘉 みゃお CW2-74 上原 チューイー

CW2-15 大祥 セン CW2-45 翁長 モカ CW2-75 神里 シャイン

CW2-16 安次富 じじ CW2-46 山城 くぅ CW2-76 上地 まる

CW2-17 比嘉 めるも CW2-47 高良 シュガー CW2-77 瀬長 アズキ

CW2-18 又吉 マリーちゅんちゅん CW2-48 山田 モモ CW2-78 石垣 チョコ

CW2-19 伊禮 ミミ CW2-49 塚本 サヴァ CW2-79 赤嶺 ロロ

CW2-20 徳門 ぐぅ CW2-50 清田 ゆず CW2-80 金城 ミミ

CW2-21 長谷川 もずく CW2-51 東江 ダイアナ CW2-81 儀間 タイン

CW2-22 宮良 あずき CW2-52 佐藤 まほ CW2-82 福地 ダヒ

CW2-23 玉城 ノア CW2-53 仲程 みーこ CW2-83 本村 きいちゃん

CW2-24 勝川 もも CW2-54 大山 萌美路 CW2-84 峯 ミコ

CW2-25 上門 千 CW2-55 勝連 キィちゃん CW2-85 新垣 しゃけ

CW2-26 仲田 こい CW2-56 佐藤 もずく CW2-86 神谷 メイ

CW2-27 渡口 チル CW2-57 上原 しずく CW2-87 金城 りーの

CW2-28 仲松 みけつよ CW2-58 上地 ハッピィー CW2-88 長濱 ひまわり

CW2-29 平良 ミィミィ CW2-59 松川 くるみ CW2-89 普天間 コフク

CW2-30 島袋 月美 CW2-60 知念 グラ CW2-90 又吉 チビ子

ペットの名前

去勢

ペットの名前

去勢

ペットの名前

避妊

避妊

去勢

避妊

避妊

ペットの名前

ペットの名前

ペットの名前

令和３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♪

ペットの名前

避妊

ペットの名前

去勢

避妊

ペットの名前

ペットの名前



犬 犬 犬

当選番号 当選番号 当選番号

DM1-1 比嘉 チョコ DW1-1 翁長 ペコ DW1-21 金城 プア

DM1-2 喜屋武 クマ DW1-2 新川 リリ DW1-22 小田 マリコ

DM1-3 新城 ノイアー DW1-3 新垣 ハナ DW1-23 荒木 はな

DM1-4 識名 あぽろ DW1-4 比嘉 モアナ DW1-24 米須 イナリ

DM1-5 宮里 ロイ DW1-5 太田尾 はな DW1-25 末吉 こむぎ

DM1-6 西留 マッシュ DW1-6 比嘉 キャンディ DW1-26 奧代 リリー

DM1-7 安里 ロイロ DW1-7 高江洲 ベイリー DW1-27 志伊良 ララ

DM1-8 宮城 ゴン DW1-8 翁長 ふく DW1-28 大城 さくら

DM1-9 比嘉 らぶ DW1-9 屋宜 ジル DW1-29 南風原 モコ

DM1-10 小林 コナ DW1-10 知念 レニ DW1-30 宮城 クッキー

DM1-11 古謝 はなまる DW1-11 新島 夏海 DW1-31 竹田 くぅ

DM1-12 山下 ソラ DW1-12 中川 レックス DW1-32 仲田 ブノ

DM1-13 金城 番 DW1-13 東恩納 くう DW1-33 玉那覇 マロン

DM1-14 大城 マルモ DW1-14 日吉 てん DW1-34 諸見里 ちくわ

DM1-15 浦崎 ブラン DW1-15 大泊 こむぎ DW1-35 高江洲 ふぅ

DM1-16 山城 まる DW1-16 本竹 チャイ DW1-36 比嘉 コロ

DM1-17 仲間 ピッピッ DW1-17 仲井間 はな

DM1-18 平田 ゴンタ DW1-18 糸数 モカ

DW1-19 田畑 アネラ

DW1-20 与儀 ぱせり

猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

CM1-1 比嘉 トラ CM1-21 永井 ロト CM1-41 仲宗根 プリン

CM1-2 鈴木 ジジ CM1-22 金城 デウス CM1-42 新垣 小鉄

CM1-3 斉藤 ルナ CM1-23 仲田 くろ CM1-43 新垣 トラ

CM1-4 大石 エース CM1-24 安谷屋 ミー CM1-44 安田 ち太郎

CM1-5 知念 マロ CM1-25 城間 心 CM1-45 山城 まろん

CM1-6 座間味 シロ CM1-26 具志堅 チャコ CM1-46 仲里 るう

CM1-7 川畑 虎太郎 CM1-27 与那覇 金 CM1-47 神里 だいふく

CM1-8 喜屋武 リキ CM1-28 宮本 きなこ CM1-48 小橋川 タマ

CM1-9 仲田 ハリー CM1-29 松永 点 CM1-49 浦崎 りく

CM1-10 知念 むー CM1-30 島袋 ふうた CM1-50 城間 ちゃちゃ丸

CM1-11 大城 大吉 CM1-31 仲間 レオ CM1-51 島袋 クク

CM1-12 島田 アル CM1-32 八幡 ゆきち CM1-52 當眞 りん

CM1-13 ウェンゼル ピカ CM1-33 續 ハル CM1-53 比嘉 きなこ

CM1-14 石嶺 パンダ CM1-34 浦崎 ちび太 CM1-54 小山 ムジーナ

CM1-15 下地 菊丸 CM1-35 上野 ブラン CM1-55 安慶名 うる

CM1-16 伊志嶺 ナイキ CM1-36 南風原 バーリー CM1-56 石川 ぎょうざ

CM1-17 丸山 ルル CM1-37 江洲 ももた CM1-57 宮内 みい

CM1-18 砂辺 くう CM1-38 宮里 チョル CM1-58 仲島 クーちゃん

CM1-19 宮城 オレオ CM1-39 柿本 ソルト CM1-59 中村 もも

CM1-20 与那嶺 すばる CM1-40 照屋 みかん CM1-60 金城 ゆに

猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号

CW1-1 與那嶺 クレ CW1-31 當山 なな CW1-61 川田 うめ

CW1-2 仲尾次 くるみ CW1-32 石川 もなか CW1-62 伊藤 ネコ

CW1-3 運天 杏 CW1-33 與那嶺 蘭 CW1-63 菅谷 ミー

CW1-4 池原 もみじ CW1-34 野口 おつゆ CW1-64 宮里 すみれ

CW1-5 泉本 カブ子 CW1-35 当真 シュガー CW1-65 城間 マロン

CW1-6 福盛 みるく CW1-36 勝連 ナナ CW1-66 具志 ぶっぶ

CW1-7 上原 ミキ CW1-37 大城 ココ CW1-67 又吉 トラ

CW1-8 岸本 ミミ CW1-38 金城 つな CW1-68 渡口 ＡＲＩＡ

CW1-9 金城 あんこ CW1-39 上原 アオイ CW1-69 與那覇 小梅

CW1-10 宮里 月 CW1-40 比嘉 ちい子 CW1-70 真謝 チャー

CW1-11 玉城 まい CW1-41 名嘉 ぴょん吉 CW1-71 岩崎 ハッチ

CW1-12 小松 卯月 CW1-42 池村 メープル CW1-72 稲福 ミーミー

CW1-13 宮城 ペコ CW1-43 松山 マロン CW1-73 古里 カンナ

CW1-14 宮城 フワ CW1-44 宮城 ミケ CW1-74 新垣 美代子

CW1-15 庄司 おてて CW1-45 比嘉 ノワ CW1-75 嶺井 シロ子

CW1-16 村川 あい CW1-46 松竹 くろ CW1-76 野原 ナナ

CW1-17 上江洲 ミミ CW1-47 屋宜 みくり CW1-77 松堂 むっくる

CW1-18 中尾 コナツ CW1-48 石垣 もち CW1-78 喜納 まる

CW1-19 佐渡山 姫 CW1-49 知念 ナラ CW1-79 藤本 キジ

CW1-20 貞包 あんこ CW1-50 有銘 さくら CW1-80 小原 ピッピ

CW1-21 渡口 カヨ CW1-51 平敷 きな子 CW1-81 坂本 モコ

CW1-22 森田 チグリ CW1-52 仲里 なごみ CW1-82 小渡 すもも

CW1-23 児玉 ハナ CW1-53 長濱 ジュジュ CW1-83 徳元 モモ

CW1-24 根間 モモ CW1-54 石川 ルツ CW1-84 金城 レイ

CW1-25 山田 キキ CW1-55 新城 さだはる CW1-85 下地 マダラ

CW1-26 具志堅 ピッピ CW1-56 屋比久 九 CW1-86 田里 ホップ

CW1-27 ジェイダー ノラ CW1-57 川満 めい CW1-87 吉本 なな

CW1-28 砂川 しろ CW1-58 金城 エル CW1-88 山内 アオ

CW1-29 石垣 ミー CW1-59 井上 ハク CW1-89 名嘉眞 きなこ

CW1-30 比嘉 ミー CW1-60 種田 ニコ CW1-90 田端 ミィ

おめでとうございます♪

第１期当選の飼い主の皆さまは下記の通りです

令和３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
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