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受付年月日 品種 性別 年齢
(推定）

体格 毛色 特徴 保護した場所 保護年月日 保護者

平成27年4月15日 雑種 オス 3ヶ月 小 茶こげ茶まだら 短毛、首輪なし JAあたらす市場付近 平成27年4月8日 ナカソネ

平成27年5月29日 雑種 メス 成猫 中 黄土色系 人なつこい、小柄、長毛、首輪なし 上野宮国103-5ｻﾆｰﾊｲﾂ付近 平成27年5月26日 アカシ

平成28年1月14日 トイプードル系 オス（去勢） 4才 小～中 赤茶 首輪無し、短毛 添道ドクターゴン複合サービス付近 平成28年1月11日 オハラ

平成28年2月12日 雑種 オス（去勢） 成犬 中 白黒茶 首輪無し、短毛 下地与那覇サニツ浜付近 平成28年12月15日 イケムラ

平成28年5月23日 雑種 メス 1才以上 中 ダークブラウン（黒っぽい） 口もと・胸もと白い、人なつっこい、首輪（黄）、長毛 城辺福里 平成28年5月21日 キハラ

平成28年6月20日 雑種 メス 成犬 小 白に茶のスポット 耳、眼の周囲、背中に茶のスポットあり 平良西里 平成28年6月20日 ヨナハラ

平成28年7月29日 マルチーズ系 オス 5才 小 白 首輪無し、人慣れしている ジョイフル前 平成28年7月29日 トノムラ

平成28年8月4日 雑種 不明 若成犬 小 茶 毛の色は、柴犬のような色 宮古保健所近く「民宿すかい」前 平成28年8月4日 ヨナハ

平成28年10月27日 ダックス系 メス 2～３ヶ月 小 黒茶 耳は大きくはないが、折れ曲がっている 荷川取 平成28年11月26日 イシイ

平成28年10月31日 ビーグル系雑種 メス ３ヶ月 小 茶 バイアイ（右眼：黒、左眼：青）、尾脱毛あり 荷川取（沖縄電力近く） 平成28年10月29日 ヒラヤマ

平成28年10月31日 ゴールデン系雑種 メス ３ヶ月 小 クリーム 左耳脱毛気味 荷川取（沖縄電力近く） 平成28年10月29日 ヒラヤマ

平成28年12月15日 雑種 メス 0.6以下 中 白 耳・尾先等茶色 宮古高校競技場付近 平成28年12月13日 アオキ

平成29年3月8日 雑種 不明 0.2 小 白黒 牛（ホルスタイン）の模様 宮古島市浄化センター 平成29年2月23日 タイラ

平成29年8月21日 雑種 メス 0.1～0.2 小 茶系 頭部：うす茶、首から下肢：焦茶、手足・尾：白 福山（平良字西原） 平成29年8月20日 イケダ

平成29年9月3日 雑種 メス 10才程度 小 灰茶 ブルーのノミ取り首輪装着 下地与那覇 平成29年9月2日 トシマ

平成29年9月22日 雑種 オス 0.3 小 薄茶 鼻：茶色 インギャーマリンガーデン 平成29年9月20日 モリチ

平成29年10月2日 雑種 メス 1才以上 中 白地に茶の模様 耳：こげ茶、首輪：青地に白の水玉 平良字下里1548-21付近 平成29年9月13日 タナカ

平成29年11月6日 ラブラドールレドリバー オス 10才以上 大 黒（白毛混） 首輪：赤、リード：青 Ａ＆Ｗ前 平成29年11月6日 アギニ

平成29年11月10日 雑種 メス 6ヶ月 小 黒 伊良部白鳥岬付近 平成29年11月9日 ジンボ

平成29年12月22日 雑種 オス 若成犬 中 白（薄ベージュ） 首輪：青　足が短い　やや長い毛 前浜港 平成29年12月上旬 荷川取牧場

平成30年4月13日 雑種 メス 若成犬 小 白ベージュ 赤ハーネス付き、耳立ち、小柄 宮里動物病院近く 平成30年4月5日 宮古島アニマルレスキューチーム

平成30年6月26日 チワワ×ダックス メス 若成犬 小 白茶まだら 尾が20ｃｍ程度 西里あたらす市場付近 平成30年5月下旬 イラミナ

平成30年10月9日 雑種 オス 成犬 中 白地に黒のぶち 青首輪、鎖付き、右耳と左目周りと尾の付け根が黒色 エメラルドコーストゴルフ場隣接ビーチ（与那覇前浜） 平成30年10月7日 エメラルドコースト

平成30年12月11日 雑種 メス 仔犬 小 薄茶白 口まわり、足先白、垂れ耳 東仲宗根添 平成30年11月12日 砂川測量事務所

平成30年12月11日 雑種 メス 仔犬 小 灰黒 垂れ耳 東仲宗根添 平成30年11月12日 砂川測量事務所

平成30年12月20日 雑種 メス 仔犬 小 黒 顔は茶色、立ち耳、青首輪（布製水・白の縞模様） 荷川取沖電力前 平成30年12月13日 アオキ

平成30年12月25日 雑種 メス 仔犬 小 茶白 島の駅付近 平成30年12月17日 ナカハラ

平成30年12月25日 雑種 メス ２才程度 大 キジ ジョイフル付近 平成30年12月17日 ナカハラ

平成31年1月31日 雑種 メス 3～4ヶ月 小 茶白（茶が多い） 顔は黒っぽい、赤首輪、耳たれている、やや長毛 城辺福里、浦底漁港そばの林 平成31年1月29日 イイダ

犬及び猫の保護情報（一般の方等の個人での保護情報です）
更新年月日


