
令和元年度　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期当選者は下記の通りです
おめでとうございます♪

犬 猫
当選番号 当選番号
DM1-1 金城　 白龍 CM1-1 大嶺　 トコロ
DM1-2 メンデス ソックス CM1-2 具志堅　 まる
DM1-3 照屋 クロスケ CM1-3 比嘉　 シャム
DM1-4 浦崎　 ティック CM1-4 山本　 ジジ
DM1-5 糸数　 レオ CM1-5 鈴木　 琉々
DM1-6 川満　 オレオ CM1-6 伊東　 チャビン
DM1-7 浦崎　 ルンルン CM1-7 西江　 チィ
DM1-8 内間　 リーリィ CM1-8 石川　 リング
DM1-9 仲原　 まろ CM1-9 ルサネスク　 シロ
DM1-10 吉原　 仁 CM1-10 カーン　 サビ
DM1-11 宮平　 マルタ CM1-11 與儀　 ビビ
DM1-12 長田　 福 CM1-12 屋嘉比　 たまおくん
DM1-13 岸　 うた CM1-13 宮城　 レオ
DM1-14 寺西　 八飛 CM1-14 長野　 ココ
DM1-15 松原　 クー CM1-15 喜友名　 ハーディー
DM1-16 比嘉　 バルド CM1-16 相澤　 チャッピー
DM1-17 嘉数　 くろすけ CM1-17 當眞　 アルファ
DM1-18 仲宗根　 エース CM1-18 當眞　 ジェリー
DM1-19 石黒　 コロン CM1-19 吉長　 グイチョン
DM1-20 大城　 まる CM1-20 仲程　 マロン
DM1-21 浦崎　 デン CM1-21 沖　 ラッキー
DM1-22 新里　 テン CM1-22 宮里　 レム
DW1-1 遠田　 チョコ CM1-23 渡具知　 ギネス
DW1-2 嶺井　 古都 CM1-24 大宜見　 バロン
DW1-3 宮城　 花 CM1-25 杉山　 チビチビ
DW1-4 稲嶺　 もか CM1-26 南野　 キング
DW1-5 仲新門　 ラン CM1-27 砂川　 ミロ
DW1-6 山城　 モーちゃん CM1-28 宮城　 こむぎ
DW1-7 大城　 ハル CM1-29 砂川　 ちび
DW1-8 知念　 コロ CM1-30 徳元　 ゆず
DW1-9 内間　 イブ CM1-31 小杉　 ビースケ
DW1-10 伊礼　 ティナ CM1-32 荻堂　 ブッチーニ
DW1-11 金城　 モモ CM1-33 嘉手川　 チビ
DW1-12 当真　 ぺぺ CM1-34 屋嘉比　 チャー
DW1-13 比嘉　 麦 CM1-35 宮城　 ハーブー
DW1-14 大田　 イギー CM1-36 仲程　 サスケ
DW1-15 又吉　 マロン CM1-37 釜井　 シャローム
DW1-16 豊元　 ラン CM1-38 上原　 チョコ
DW1-17 小野　 ハナ CM1-39 屋我　 茶々
DW1-18 仲村　 ショコラ CM1-40 大城　 ジロー
DW1-19 上原　 ノア CM1-41 宮平　 茶太郎
DW1-20 比嘉　 チェリー CM1-42 花城　 かふぅ
DW1-21 與座　 もも CM1-43 久田　 ムサシ
DW1-22 中嶋　 ルナ CM1-44 金城　 ぴぃ
DW1-23 赤嶺　 チコ CM1-45 金城　 たま
DW1-24 鉢嶺　 ピー CM1-46 谷中　 ナビ
DW1-25 吉田　 小梅 CM1-47 奥野　 ちゅる
DW1-26 蝦名　 メイ CM1-48 瀬崎　 てん
DW1-27 上原　 ポム CM1-49 安座間　 ムームー
DW1-28 宮城　 ちまき CM1-50 真喜屋　 まる
DW1-29 豊見山　 ルンバ CM1-51 上原　 リュウ
DW1-30 稲家　 クウ CM1-52 謝花　 Ｍちゃん
DW1-31 又吉　 マリア CM1-53 山田　 よなが
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DW1-32 玉城　 風 CM1-54 宮城　 チョビ
DW1-33 米丸　 ココ CM1-55 江洲　 もも太
DW1-34 平良　 よしこ CM1-56 津嘉山　 てん
DW1-35 大塚　 サンゴ CM1-57 大城　 ちび太
DW1-36 玉城　 もも CM1-58 玉那覇　 ジン
DW1-37 又吉　 メリー CM1-59 佐々木　 雲呑
DW1-38 新垣　 ベル CM1-60 下地　 空
DW1-39 屋嘉比　 こむぎ CM1-61 伊良部　 キキ
DW1-40 仲嶺　 りぃむ CM1-62 宮城　 メイタン
DW1-41 野原　 ミニー CM1-63 三浦　 トラ
DW1-42 松川　 マメ CM1-64 今井　 コハナ
DW1-43 伊藤　 空 CM1-65 苅田　 リリ
DW1-44 濱田　 小夏 CM1-66 秋満　 ミート
DW1-45 根間　 コロン CM1-67 細渕　 海

CM1-68 藤本　 グレ
CM1-69 野原　 クロ
CM1-70 大城　 バロン
CM1-71 渡邊　 虎吉
CM1-72 新里　 うずら
CM1-73 仲井間　 モカ
CM1-74 喜友名　 染
CM1-75 国沢　 ナンシー
CW1-1 松岡　 小春
CW1-2 大嶺　 ミケちゃん
CW1-3 大嶋　 チコ
CW1-4 泉本　 ハピちゃん
CW1-5 安東　 サンチュ
CW1-6 安里　 シャーム
CW1-7 操上　 クロ
CW1-8 奥間　 オレンジ
CW1-9 我那覇　 はがー
CW1-10 松永　 デヴィちゃん

CW1-11 ヤギ　 三毛
CW1-12 國吉　 ミーコ
CW1-13 藏屋　 茶々丸
CW1-14 南風原　 あきちゃん
CW1-15 南風原　 さっちゃん
CW1-16 前原　 ハーフ
CW1-17 尾崎　 キキ
CW1-18 西江　 ケイ
CW1-19 清利　 リールー
CW1-20 金城　 ミケ
CW1-21 糸数　 チャッピー
CW1-22 糸数　 チャークル
CW1-23 村田　 レイア
CW1-24 髙田　 いと
CW1-25 當間　 たま
CW1-26 當間　 ミー
CW1-27 和田　 トーラ
CW1-28 豊島　 ちびまる
CW1-29 與那覇　 メイ
CW1-30 安里　 しろちゃん
CW1-31 仲程　 ブラン
CW1-32 仲松　 ぼん
CW1-33 長濵屋　 さくら
CW1-34 安次富　 ウィズ
CW1-35 加納　 ミーさん
CW1-36 加納　 レオ
CW1-37 平良　 みー



CW1-38 伊佐　 ブルーアイ
CW1-39 佐喜眞　 すず
CW1-40 村上　 はな
CW1-41 野村　 おと
CW1-42 宮城　 なな
CW1-43 門沢　 おはぎ
CW1-44 新川　 ちゃーみぃ
CW1-45 鈴木　 チロル
CW1-46 當眞　 トラ
CW1-47 當眞　 はぎ
CW1-48 北野　 キキ
CW1-49 伊波　 りみ
CW1-50 國吉　 ちくわ
CW1-51 嘉手川　 トラ
CW1-52 中原　 ムーちゃん

CW1-53 城戸　 チチ
CW1-54 加古　 ゆき
CW1-55 金城　 ミーちゃん
CW1-56 比嘉　 ベーリ
CW1-57 銘苅　 らら
CW1-58 上原　 はれ
CW1-59 西島　 タム
CW1-60 島袋　 ゼリー
CW1-61 中澤　 みー
CW1-62 瀬長　 みかん
CW1-63 濱口　 ミイ
CW1-64 前田　 ミケ
CW1-65 當間　 リーチェイ
CW1-66 棚原　 ボボ
CW1-67 宮城　 チビ
CW1-68 稲村　 シャンシャン

CW1-69 宮地　 ママさん
CW1-70 上原　 リン
CW1-71 濱田　 オリーブ
CW1-72 大城　 ハナ
CW1-73 神谷　 ムク
CW1-74 木村　 モナ
CW1-75 大城　 チム
CW1-76 座波　 みい子
CW1-77 糸数　 シロちゃん
CW1-78 和田　 ミー
CW1-79 渡名喜　 チャーミー
CW1-80 赤嶺　 モカ
CW1-81 赤嶺　 ネネ
CW1-82 三浦　 チビ
CW1-83 玉那覇　 クララ
CW1-84 久保田　 アビー
CW1-85 瀧口　 むすび
CW1-86 盛根　 アリス
CW1-87 佐藤　 ラムネ
CW1-88 兼濱　 はんな
CW1-89 益丸　 ちゃこ
CW1-90 澤幡　 ミミ
CW1-91 城間　 みーちゃん

CW1-92 座波　 くろ
CW1-93 川崎　 キー
CW1-94 比嘉　 ぺー
CW1-95 新垣　 ミイケ
CW1-96 細渕　 空



CW1-97 又吉　 ミケ
CW1-98 仲門　 スズ
CW1-99 押谷　 ナラ
CW1-100 國吉　 ここあ
CW1-101 新垣　 ミーちゃん
CW1-102 大城　 リン
CW1-103 宮城　 おしち
CW1-104 小松　 すず
CW1-105 古波蔵　 クロ
CW1-106 安田　 マイ
CW1-107 宮國　 マック
CW1-108 友利　 たると
CW1-109 金盛　 ナナ
CW1-110 金嶺　 ミーちゃん
CW1-111 石川　 ネコちゃん
CW1-112 松尾　 アメ
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