
第１期当選者一覧表　抽選日：令和 ４ 年 １１ 月 ８ 日(火)

犬 猫 猫 猫
当選番号 当選番号 当選番号 当選番号
DM1-1 喜屋武  ムギ CM1-1 小黒 ギュウタロウ CW1-1 安里 ナマコ CW1-84 有銘 テト
DM1-2 照屋  そら CM1-2 仲里 ミーミ CW1-2 上地 あん CW1-85 島袋 ミーケ
DM1-3 ボブソン ブルーノ CM1-3 外間 しぐれ CW1-3 仲村 ミャー CW1-86 平良 ハナ
DM1-4 玉城  トントン CM1-4 南風原 グスク CW1-4 三輪 プカ CW1-87 森 ジジ
DM1-5 大城 クーロ CM1-5 舛本 大福 CW1-5 金子 マロン CW1-88 吉田 ソックス
DM1-6 オーウェンズ ロイ CM1-6 車 ブブイ CW1-6 石松 クコ CW1-89 戸谷 みーや
DM1-7 玉城  くぅ CM1-7 呉屋 ラムネ CW1-7 友寄 からし CW1-90 砂川 あずき
DM1-8 富永  ちっち CM1-8 上地 マル CW1-8 島袋 アグネス
DM1-9 翁⾧  モコ CM1-9 冨田 トム CW1-9 金城 りんりん
DM1-10 上里  ゴロウ CM1-10 仲田 ピョン CW1-10 上間 ミケ
DM1-11 小俣 チャチャ CM1-11 林 ムギ CW1-11 赤嶺 クロ
DM1-12 富山  モチ CM1-12 笹目 リッカ CW1-12 池原 みみ
DM1-13 嘉手納 とら CM1-13 石原 トム CW1-13 大城 れいん
DM1-14 齋藤 ファレル CM1-14 喜屋武 セン CW1-14 福地 ココ
DM1-15 徳永  リロ CM1-15 幾世橋 いち CW1-15 比嘉 わさび
DM1-16 仲村  シュシュ CM1-16 仲里 ピー CW1-16 島本 琥珀
DM1-17 大城  まる CM1-17 呉屋 レンジ CW1-17 比嘉 あんこ
DM1-18 福田  サンゴ CM1-18 垣花 ハク CW1-18 佐藤 モカ
DM1-19 我那覇  マル CM1-19 間野 ごろう CW1-19 福田 みる
DM1-20 福  マロ CM1-20 坂田 アオ CW1-20 屋宜 メメ
DM1-21 與儀 ココア CM1-21 島袋 レオ CW1-21 宇根 くう
DM1-22 城間  わさび CM1-22 熊澤 くう CW1-22 新城 クロエ
DM1-23 新里 レク CM1-23 島 まーうー CW1-23 宮城 マーヴィー
DM1-24 末吉  ゴロウ CM1-24 石川 ナイト CW1-24 大底 モナ
DM1-25 呉  ココ CM1-25 大濱 子虎 CW1-25 外間 杠
DM1-26 上里 ＪＡＣＫ CM1-26 池間 みかん CW1-26 玉城 ミーミ

犬 猫 猫
当選番号 当選番号 当選番号
DW1-1 金城 コウメ CM1-27 福永 バロン CW1-27 船木 てん
DW1-2 荻堂 ＣＯＣＯ CM1-28 比嘉 にゃんちゅう CW1-28 譜久村 ちっち
DW1-3 喜友名 レッキー CM1-29 池田 クロ CW1-29 濵本 うた
DW1-4 倉地 ちゅらら CM1-30 荻堂 ハイパー CW1-30 池味 メイ
DW1-5 ⾧堂 ルル CM1-31 樋口 まさお CW1-31 髙江州 あい
DW1-6 知念 エスター CM1-32 恩河 レオ CW1-32 伊佐 グレー
DW1-7 比屋根 リズ CM1-33 仲宗根 チャーリー CW1-33 金城 ライ
DW1-8 太田 チロル CM1-34 岡部 るーと CW1-34 山田 パッチ
DW1-9 喜友名 らう CM1-35 山田 チョコ CW1-35 金城 おはぎ
DW1-10 高江洲 テー CM1-36 仁木  トラ CW1-36 外間 紬
DW1-11 金城 マルカ CM1-37 敷地  ぼんてんまる CW1-37 津田 天
DW1-12 村岡 こま CM1-38 垣花  ルー CW1-38 當間 ジュン
DW1-13 前川 ルビー CM1-39 宮城  むぎ CW1-39 宮城 ミーム
DW1-14 又吉 ソル CM1-40 川間 レオ CW1-40 城間 ユキ
DW1-15 島袋 あんこ CM1-41 崎間 にゃん太 CW1-41 兼城 ロク
DW1-16 知念 ミルキー CM1-42 安次嶺 トラ CW1-42 上江洲 ミル
DW1-17 新垣 そら CM1-43 周 ジャスヒロ CW1-43 津嘉山 ふぅ
DW1-18 與儀 あずき CM1-44 屋冨祖 まる CW1-44 金城 シロ
DW1-19 安仁屋 ゆずちゃん CM1-45 桃原 ショパン CW1-45 平田 みーこ
DW1-20 安座間 ホープ CM1-46 島袋 らん CW1-46 知花 羽衣
DW1-21 嘉数 シェリー CM1-47 砂川 百之介 CW1-47 喜舎場 ハル
DW1-22 嘉手納 メイ CM1-48 金城 まろん CW1-48 上原 チャーミー
DW1-23 佐藤 ハンナ CM1-49 桑江 ライム CW1-49 二見 ミッケ
DW1-24 具志堅 美空 CM1-50 大城 きなこ CW1-50 節田 ポエ
DW1-25 宮城 つぶ CM1-51 髙江州 水 CW1-51 本永 ごま
DW1-26 外間 エルモ CM1-52 島袋 ミキ CW1-52 稲村 アラレ
DW1-27 金城 ココロ CM1-53 外間 トト CW1-53 比嘉 ふく
DW1-28 佐藤 ねずこ CM1-54 嘉数 ノア CW1-54 山里 ゴマ

CM1-55 崎山 アイアイ CW1-55 喜舎場 むぎ
CM1-56 宮良 たら CW1-56 喜舎場 ねずこ

猫 猫
当選番号 当選番号
CM1-57 當銘 おちび CW1-57 渡口 みりぃ
CM1-58 デモーショ バルブ CW1-58 嘉村 りん
CM1-59 池間 翔ちゃん CW1-59 玉城 レモン
CM1-60 宮里 ゴロリ CW1-60 嘉手川 ちび

CW1-61 小田 かすみ
CW1-62 金城 ちくわ
CW1-63 金城 レイ
CW1-64 嘉数 ムギ
CW1-65 伊佐 みい太
CW1-66 宮平 愛
CW1-67 野原 みゅう
CW1-68 野原 みーぴー
CW1-69 大城 マルコ
CW1-70 又吉 イッサ
CW1-71 兼箇段 チョコ
CW1-72 西平 こんぶ
CW1-73 玉城 あずき
CW1-74 喜舎場 トラちゃん
CW1-75 佐喜眞 ウシ
CW1-76 伊藤 デイジー
CW1-77 屋嘉 トラミ
CW1-78 永山 みみ
CW1-79 永山 トラ
CW1-80 比嘉 うし
CW1-81 新垣 サニー
CW1-82 安里 たま
CW1-83 山城 リリー

令和４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

去勢 避妊

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

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


