
第2期当選者一覧表  抽選日：令和5年1月17日(火)

犬 猫 猫 猫
当選番号 当選番号 当選番号 当選番号
DM2-1 宇根  クーリー CM2-1 山森  ハッピー CW2-1 名嘉元 ララ CW2-84 田中  つくし
DM2-2 上間  ラウ CM2-2 洲鎌  うに CW2-2 親川  むぎちゃ CW2-85 嘉数  あんこ
DM2-3 濱里  レオ CM2-3 岸本  シロ CW2-3 鈴木  あん CW2-86 德永  ぽん
DM2-4 辺土  仁 CM2-4 棚原  寅丸 CW2-4 大月  いと CW2-87 並里  キキ
DM2-5 儀間  ルーク CM2-5 林 ニャーコ CW2-5 比嘉  ヒメ CW2-88 髙根澤 チャコ
DM2-6 西野  クッキー CM2-6 仲元  宙 CW2-6 當山  シロ CW2-89 山城  キチョウ
DM2-7 照屋  くくる CM2-7 粟國  茶尾 CW2-7 與儀  茶々丸 CW2-90 須藤  キキ
DM2-8 猶原  むった CM2-8 前堂  たぬき CW2-8 大城  ははね CW2-91 上里  レッド
DM2-9 崎原  コタロー CM2-9 国吉  コネギ CW2-9 佐喜眞 みーみー CW2-92 新里  茶々
DM2-10 児玉  ひげじい CM2-10 佐々木 マロ CW2-10 吉山  ごま CW2-93 喜友名 ミミ
DM2-11 下條  ジェシー CM2-11 宮國  とらっち CW2-11 又吉  みみ CW2-94 遠藤  じゅうに
DM2-12 呉屋  キャス CM2-12 具志堅 ソロ CW2-12 伊波  みゅう CW2-95 豊川  ママ
DM2-13 渡慶次 クーリー CM2-13 宮崎  あめ CW2-13 仲前門 Keiko CW2-96 小林  フク
DM2-14 金城  ジェンティー CM2-14 稲福  くろた CW2-14 新城  さん CW2-97 益井  はなちゃん
DM2-15 仲村  うに CM2-15 来田  風太 CW2-15 比嘉  雪白 CW2-98 大濱  ゆき
DM2-16 日置  るのあ CM2-16 髙松  トラＢ CW2-16 名嘉元 せん
DM2-17 赤嶺  茶々 CM2-17 城間  ゴテン CW2-17 大見謝 じゅじゅ
DM2-18 久貝  ライアン CM2-18 エンジャース クラウド CW2-18 伊佐  ミン
DM2-19 大城  ノエル CM2-19 大田  ココ CW2-19 平安名 みり
DM2-20 亀島  ルイ CM2-20 仲間  なー CW2-20 仲村  ミィー
DM2-21 儀間  ラム CM2-21 當山  ミキオ CW2-21 天久  むー
DM2-22 當銘  ゴン太 CM2-22 仲田  むぎ CW2-22 島尻  ははねこ
DM2-23 安田  ソラ CM2-23 島袋  ちび CW2-23 久髙  ありん
DM2-24 根本  おこげ CM2-24 平良  ウル CW2-24 佐藤  メメ
DM2-25 石黒  アポロ CM2-25 上原  よもぎ CW2-25 藤沢  ホゴネコ

猫 猫 猫
当選番号 当選番号 当選番号
DM2-26 玉城  ピーター CM2-26 美里  トラ CW2-26 上里  チッチ
DM2-27 兼濱  ジョイ CM2-27 本間  ご CW2-27 比嘉  みく
DM2-28 殿内  アレン CM2-28 能勢  アル CW2-28 呉屋  シロ
DM2-29 西村  てぃの CM2-29 小菅  すずき CW2-29 与儀  ゆり

CM2-30 玉木  トト CW2-30 仲里  ゆき
CM2-31 与世山 レオ CW2-31 多和田 ノア

犬 CM2-32 知念  楽 CW2-32 仁礼  みぁ
当選番号 CM2-33 安里  ロミオ CW2-33 中島  モカ
DW2-1 加地  ロノ CM2-34 上運天 ライカン CW2-34 仲榮真 マミー
DW2-2 比嘉  れあ CM2-35 冨山  ハピ子 CW2-35 眞榮田 クゥ
DW2-3 比屋根 リーチ CM2-36 松田  コネ CW2-36 仲里  なし
DW2-4 星野  ハナ CM2-37 外間  まる CW2-37 阿波連 ゆず
DW2-5 渡部  めりあ CM2-38 翁⾧  ジジ CW2-38 當間  すず
DW2-6 當銘  ハッピー CM2-39 日原  チビタ CW2-39 節田  リリ
DW2-7 喜友名 まろ CM2-40 島 チビ CW2-40 松田  モナカ
DW2-8 稲福  塁 CM2-41 崎浜  ミー CW2-41 磯田  ムニ
DW2-9 末吉  ヌーピー CM2-42 大城  コウちゃん CW2-42 華紀  しらす
DW2-10 崎間  バニラ CM2-43 嘉数  ゆん太 CW2-43 饒波  ミケ
DW2-11 門口  チョコ CM2-44 波多江 カブキ CW2-44 親川  ミー
DW2-12 荻原  モコ CM2-45 大島  こむぎ CW2-45 上原  ハナちゃん
DW2-13 赤嶺  ロロ CM2-46 髙良  テト CW2-46 比嘉  ちっち
DW2-14 青木  ももこ CM2-47 松竹  小虎 CW2-47 仲本  みけと
DW2-15 糸数  ひめ CM2-48 富本  トト CW2-48 元 ゆず
DW2-16 髙良  あおい CM2-49 金城  まくまく CW2-49 与那覇 ハチ
DW2-17 古城  グミ CM2-50 ⾧沢  コハチロウ CW2-50 名嘉  もも
DW2-18 与儀  ビビ CM2-51 與那嶺 らび CW2-51 知念  はいじ
DW2-19 玉那覇 アンズ CM2-52 上原  ユキチ CW2-52 武藤  まめ
DW2-20 上原  天 CM2-53 上原  トコ CW2-53 仲間  ちろ
DW2-21 大城  うた CM2-54 宇地原 ピョン太 CW2-54 赤嶺  ちびり
DW2-22 大城  ラブ CM2-55 仲本  ナル CW2-55 大城  ソラ
DW2-23 宮城  もる CM2-56 仲座  らいと CW2-56 新盛  キキ

犬 猫 猫
当選番号 当選番号 当選番号
DW2-24 安慶田 もみじ CM2-57 比嘉  くぅ CW2-57 比嘉  わかめ
DW2-25 我那覇 くう CM2-58 玉村  アロア CW2-58 豊見城 ミーちゃん
DW2-26 成田  チャチャ CM2-59 永山  チビ CW2-59 桃原  てん
DW2-27 板倉  そら CM2-60 玉城  キー CW2-60 吉田  くーちゃん
DW2-28 仲程  しずく CM2-61 横井  チョコ CW2-61 玉城  ラム
DW2-29 金城  チャチャ CM2-62 戸田  銀 CW2-62 玉城  さび
DW2-30 桃原  リボン CM2-63 シヤ  クー CW2-63 宮城  まる
DW2-31 梅沢  ここあ CM2-64 小濵  くろ CW2-64 仲座  美々

CM2-65 笹川  ちゃー CW2-65 造酒  りく
CM2-66 下地  きぃちゃん CW2-66 横山  るる
CM2-67 上地  しろちゃ CW2-67 本村  チャチャ

CW2-68 枇杷木 くろ
CW2-69 宮城  麦
CW2-70 高木  うに
CW2-71 行田  くっく
CW2-72 上間  のらみ
CW2-73 仲里  チビ
CW2-74 友寄  秋
CW2-75 糸数  ララー
CW2-76 佐久本 マンチ
CW2-77 知念  タマ
CW2-78 ⾧嶺  ワタ
CW2-79 宮城  みーたん
CW2-80 盛田  ちょびこ
CW2-81 野間川内 みお
CW2-82 岸本  クウー
CW2-83 清村  ムギ

避妊 去勢 避妊
ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

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♪
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