
犬 猫 猫 猫

当選番号 当選番号 当選番号 CW2-84 山下 にゃん

DM2-1 千野 スカイ CM2-1 鈴木 グレイシャー CW2-1 島田 スズ CW2-85 ヨノ

DM2-2 安村 ホイップ CM2-2 百﨑 やがじー CW2-2 島袋 ミー CW2-86 洲鎌 サラン

DM2-3 鮫島 もも CM2-3 安慶名 らむ CW2-3 加賀 ミー CW2-87 ミミ

DM2-4 玉城 うみ CM2-4 仲宗根 ラッキー CW2-4 我那覇 黒茶 CW2-88 新垣 幸

DM2-5 普天間 レオ CM2-5 玉城 きー CW2-5 上間 ケイ CW2-89 城間 ベル

DM2-6 辺土名 カーリー CM2-6 佐々木 ジジ CW2-6 玉城 くー CW2-90 ジニ

DM2-7 城間 レオ CM2-7 中山 福ちゃん CW2-7 石川 ミィ CW2-91 モモ

DM2-8 金城 リック CM2-8 中山 てんちゃん CW2-8 山内 まーちゃん CW2-92 まやこ

DM2-9 川満 シン CM2-9 伊是名 へぃ CW2-9 山内 のん CW2-93 ひな

DM2-10 渡久地 小太郎 CM2-10 當山 未来 CW2-10 宇茂佐 ミィー CW2-94 仲宗根 まなか

DM2-11 菊地 チョコ CM2-11 大城 フク CW2-11 長浜 ハクビ CW2-95 こめ

DM2-12 大田 チップ CM2-12 比嘉 ロロ CW2-12 仲栄真 ひめ CW2-96 あさり

DM2-13 金城 チョコ CM2-13 幸地 エース CW2-13 國吉 とーら CW2-97 高江洲 チャコ

DM2-14 仲西 ビビ CM2-14 玉城 トム CW2-14 比嘉 ハニー CW2-98 桃原 ミケ

DM2-15 山内 ここあ CM2-15 村上 メマル CW2-15 大城 くろあめ CW2-99 長田 みる

DM2-16 吉本 マッシュ CM2-16 宮城 ネオ CW2-16 長嶺 モウシガニ CW2-100 浦﨑 リリー

DM2-17 知念 こっぺ CM2-17 金城 まや CW2-17 長嶺 パンダ CW2-101 勢理客 あん

DM2-18 徳村 令音 CM2-18 亀島 のらお CW2-18 山城 みーやー CW2-102 山下 千

DM2-19 石垣 れいのすけ CM2-19 棚原 空 CW2-19 宇座 クロ CW2-103 城田 メル

DM2-20 金城 トム CM2-20 知念 ジュニ CW2-20 下條 にこ CW2-104 仲村 もも

DM2-21 泉 おはぎ CM2-21 桃原 快 CW2-21 宮城 うた CW2-105 宇地原 ミーツー

DM2-22 喜屋武 アビー CM2-22 上里 ゆめまる CW2-22 平安名 クロエ CW2-106 金城 バニラ

DM2-23 大田 ゴン太 CM2-23 天良 元気 CW2-23 安冨祖 ラン CW2-107 稲福 みぃちゃん

DM2-24 玉城 らっきー CM2-24 山内 マロ CW2-24 平良 まめ CW2-108 野原 花子

DM2-25 冨永 レッド CM2-25 與那嶺 ピース CW2-25 吉井 ラッキー CW2-109 伊仲 カナ子

CM2-26 稲嶺 りんちゃん CW2-26 石原 あめ CW2-110 知念 チビ

おめでとうございます♪
第２期当選の飼い主の皆さまは下記の通りです

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

ペットの名前 ペットの名前 ペットの名前

避妊去勢 去勢 避妊



猫 猫 猫

犬 CM2-27 高江洲 ちょこ CW2-27 當眞 綿 CW2-111 金城 ココ

当選番号 CM2-28 福里 ロク CW2-28 斉藤 ララ CW2-112 神谷 あさりちゃん

DW2-1 與那嶺 るる CM2-29 宮城 ふく CW2-29 比嘉 キャリコ CW2-113 金城 クロちゃん

DW2-2 崎間 アローちゃん CM2-30 石川 りくまる CW2-30 新井 ぶっち CW2-114 阿波根 ミーちゃん

DW2-3 當間 ぽち CM2-31 加藤 マメ CW2-31 與那覇 テン CW2-115 大城 シロ

DW2-4 新里 チャコ CM2-32 川満 小太郎 CW2-32 友利 風 CW2-116 山城 チビ

DW2-5 植田 アオ CM2-33 喜納 ふく CW2-33 寺嶋 うみ CW2-117 井上 マメ

DW2-6 仲宗根 メイ CM2-34 具志堅 みゅう CW2-34 眞榮城 プリン CW2-118 上川畑 もなか

DW2-7 翁長 ムギ CM2-35 安田 ボス CW2-35 宇榮原 ハル CW2-119 吉本 ミーコ

DW2-8 運天 なつ CM2-36 天久 ごじょ CW2-36 辺土名 のん CW2-120 野原 ミィー

DW2-9 ケネス ミント CM2-37 稲吉 ノビ助 CW2-37 具志堅 ハナコ CW2-121 髙梨 テカポ

DW2-10 仲村渠 ひま CM2-38 樋口 くー太 CW2-38 佐喜眞 みく CW2-122 仲松 べべ

DW2-11 桑江 ベル CM2-39 福永 デンベ CW2-39 上原 モモ CW2-123 和泉 チェルシー

DW2-12 髙瀬 ロア CM2-40 仲村 ビッケ CW2-40 仲村 ランラン CW2-124 知念 ミー１

DW2-13 我如古 くり CM2-41 ブレイン栗田ゆんた CW2-41 奥原 ミーちゃん CW2-125 知念 ミー２

DW2-14 川満 ジニー CM2-42 池間 サン CW2-42 コロム Ｌｕｎａ CW2-126 本田 ミロ

DW2-15 岡本 モコ CM2-43 秋吉 サミエル CW2-43 村榮 ペッパー CW2-127 糸数 ＪＪ

DW2-16 玉那覇 まる CM2-44 屋比久 タマ CW2-44 新垣 ココ

DW2-17 金森 ぷく CM2-45 新垣 まるのすけ CW2-45 比嘉 テト

DW2-18 小波津 小春 CM2-46 草野 悟空 CW2-46 運道 くぅー

DW2-19 井上 さくら CM2-47 仲村 まめ CW2-47 具志 パイン

DW2-20 眞榮城 なつ CM2-48 菅崎 ダミ CW2-48 与那城 てん

DW2-21 髙安 ソフィア CM2-49 宮城 トラ CW2-49 金城 あずき

DW2-22 仲西 モコ CM2-50 若林 ぎんなん CW2-50 具志堅 ふうこ

DW2-23 幸地 らら CM2-51 山城 エビ CW2-51 下地 きじとら

DW2-24 平 ペティ CM2-52 渡口 ワラビ CW2-52 知念 耳蔵

DW2-25 糸数 ラテ CM2-53 平良 ヒスイ CW2-53 玉城 桃子

DW2-26 森永 ちこ CM2-54 具志堅 ミャア CW2-54 ミケ

DW2-27 久貝 はなこ CM2-55 守屋 ウィッチ CW2-55 山城 マニー

DW2-28 比嘉 ジェイド CM2-56 具志堅 いくら CW2-56 石垣 すい

DW2-29 比嘉 あずき CM2-57 平良 たま CW2-57 中村 メリー

避妊

ペットの名前

去勢 避妊 避妊



犬 猫 猫

DW2-30 仲村 モモ CM2-58 ノア CW2-58 大田 こま

DW2-31 照屋 はな CM2-59 仲村渠 クッキー CW2-59 ピノ

DW2-32 津波 チョコ CM2-60 比嘉 太郎 CW2-60 新里 ミケ

DW2-33 銘苅 バース CM2-61 島袋 トラジ CW2-61 いとちゃん

DW2-34 村岡 チップ CM2-62 比嘉 ミケ CW2-62 ココ

DW2-35 千葉 かぼす CM2-63 金城 のら CW2-63 上原 ねこちゃん

DW2-36 久保 エルサ CM2-64 銘苅 クロ CW2-64 秋吉 ミハエル

DW2-37 照喜名 テヘペロ CM2-65 がん CW2-65 具志 シロ

DW2-38 中村 パンパニ CM2-66 友利 ハク CW2-66 チャロ

DW2-39 宇久 ナーグ CM2-67 蘭丸 CW2-67 かか

DW2-40 松田 もずく CM2-68 茶トラ CW2-68 モチ

DW2-41 平良 リンダ CM2-69 當山 ルナ CW2-69 ダイナ

DW2-42 玉城 だいふく CM2-70 チョコ CW2-70 若林 スーリヤ

DW2-43 洲鎌 モモ CM2-71 新垣 ごろ CW2-71 玉城 ムギ

DW2-44 赤嶺 キャリー CM2-72 ちび CW2-72 ジュエル

DW2-45 宮城 チャロ CM2-73 中村 コロ CW2-73 もみじ

DW2-46 渡真利 くーちゃん CM2-74 當眞 トラ CW2-74 ユウ

DW2-47 賀川 ソフィヤ CM2-75 當山 タイガー CW2-75 上原 ミミちゃん

DW2-48 斎藤 トニー CM2-76 サバイ CW2-76 金城 シェリー

DW2-49 林 ちゃー CM2-77 城間 マイケル CW2-77 みるく

DW2-50 平川 ハロ CM2-78 トラ CW2-78 ろん

CM2-79 金城 トラちゃん CW2-79 大城 ピノ

CM2-80 風太郎 CW2-80 コロン

CM2-81 上里 燈矢 CW2-81 結

CM2-82 ふーたろう CW2-82 ブーちゃん

CM2-83 長浜 レオ CW2-83 マーブル

避妊 去勢 避妊


