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娘子 ちゃん　18才 チーチャ ちゃん　18才 チョコ 君　17才 コマチ ちゃん　17才 ベル ちゃん　17才 ゴン 君　18才 ももぞう 君　18才

ちょび ちゃん　23才 ミルキー ちゃん　19才 ミュウ ちゃん　17才 ミル ちゃん　20才 ニコ 君　17才 サクラ ちゃん　20才 ぽっぽ 君　19才

グレ＆ナオコ 　17才 おでん 君　18才 マロ ちゃん　18才 モモ ちゃん　19才 レオ 君　17才 ラブ ちゃん　17才    ニャンニャン ちゃん　18才

ヒート 君　17才 もん 君　20才 キャンディー ちゃん　21才 凛 ちゃん　17才 ミュー ちゃん　17才 リョウ 君　17才 ちゃこ ちゃん　17才

ウーロン 君　17才

萌 ちゃん　17才 チコ ちゃん　17才 多夢 君　18才 マック 君　18才 める 君　17才 ティアラ 君　17才 ミーコ ちゃん　19才

タマ ちゃん　17才 ミルキー ちゃん　20才 パディー 君　17才 ゴン太 君　18才 リナ ちゃん　19才 さくら ちゃん　18才 ちびこ ちゃん　18才

クリーム 君　18才 フワワ 君　18才 はな ちゃん　17才 みどり ちゃん　20才 小次郎 君　17才 ロビン ちゃん　19才 しんのすけ 君　18才

ミュウ 君　19才 キムチ ちゃん　18才 さくら ちゃん　18才 みみ ちゃん　20才 トップ ちゃん 19才  まう ちゃん　18才



ちゃお 君　18才

ニコ ちゃん　18才 アトム 君　19才 にゃん太 ちゃん　17才 ダイ 君　18才 アイ ちゃん　19才 ミテ ちゃん　17才 ゆめ ちゃん　18才

シンバ 君　17才 コウタロウ 君　17才 マメタロウ 君　18才 ビビ ちゃん　17才 じゅり ちゃん　17才 麗音 君　17才
真理音 君　18才

太樹 君　18才 あみ ちゃん　17才 ゼロ 君　18才 クリン ちゃん　17才 ちこ ちゃん　18才 もぅもぅ 君　17才  みゅうみゅう ちゃん　17才

じんぐる 君　17才

くろにゃん 君　18才 ちぃすけ 君　17才 ひとみ ちゃん　17才 ラン ちゃん　19才 ラブ ちゃん　18才 福 ちゃん　17才 リリー ちゃん　18才

にゃご ちゃん　21才 ビグ 君　18才 はな ちゃん　14才 うらん 君　18才 もも ちゃん　16才 ララ ちゃん　16才 メグ ちゃん　17才

ミミィ ちゃん　17才 ミミ ちゃん　19才 そお 君　19才 さくら ちゃん　15才 JASON 君　17才 クロ ちゃん　22才 ミッキー ちゃん　21才

小判 ちゃん　24才 ニャン ちゃん　18才 ミミ ちゃん　18才 チャチャ ちゃん　20才 クロ 君　20才 カイ 君　15才 ばんり 君　18才

さくら ちゃん　16才 はな ちゃん　20才 ラン ちゃん　18才 ココア ちゃん　17才 ミミ 君　17才 ロビン 君　19才 パン ちゃん　20才

ポチ 君　17才 ペレ 君　17才 ミー ちゃん　17才 マイケル 君　20才 鬼吉 君　18才 ウリ 君　21才

アミ ちゃん　20才 フラン ちゃん　19才 てん ちゃん　23才 早太郎 君　16才 ロコ Jr 君　17才 さくら ちゃん　15才 チャーチャ 君　19才



豆吉 君　17才

ペタ ちゃん　18才 ゲンキ 君　19才 ベンテン ちゃん　18才 ミー 君　20才 ピア ちゃん　24才 ネネ ちゃん　23才 マリン ちゃん　15才

ポポキ 君　18才 ジュン 君　18才 るい 君　13才 プリンス 君　18才 ベル 君　18才 パール ちゃん　22才 レン 君　20才

チャッピー ちゃん　15才 まりん ちゃん　18才 ハリー 君　15才 チャコ ちゃん　22才 ルナ ちゃん　16才 クレア ちゃん　15才 マーチ ちゃん　20才

チャーリー 君　18才 はな ちゃん　16才 イヴ ちゃん　15才 テンテン 君　15才 ジャム 君　20才 ミー 君　18才 ミミ ちゃん　16才

エデン 君　20才 プレシャス ちゃん　20才 桜 ちゃん　15才 ニャン 君　18才 ハナ ちゃん　17才 なな ちゃん　18才 ミニィ 君　19才

さくら ちゃん　22才 もも ちゃん　18才 クー 君　17才 りゅう 君　16才 あんず ちゃん　16才 レオ 君　16才 チャト ちゃん　23才

ゴン&チビ 　20才 チャッピー ちゃん　17才 ヴィッキー 君　17才 ぴ～ ちゃん　21才 タロー 君　17才 Barbie 君　18才 チョコ ちゃん　19才

パン ちゃん　19才 クー ちゃん　19才 チャー ちゃん　19才 キング 君　17才 ハナ ちゃん　18才 タク 君　19才 むぎ ちゃん　18才

クー 君　18才 みゃあ ちゃん　18才 ポプリ 君　18才 虎次郎 君　15才 蓮 君　16才 ミー ちゃん　20才 ディール ちゃん　20才

ラッキー ちゃん　17才 ゴン太 君　17才 みかん 君　17才 ミント ちゃん　21才 チップ ちゃん　20才 ニャー ちゃん　19才



みるく ちゃん　20才

ミッキー ちゃん　21才 クロ 君　20才 メイ ちゃん　16才 蘭丸 ちゃん　20才 こまき ちゃん　20才 プー 君　20才 龍之介 君　14才

ねね ちゃん　19才 ランスロット ちゃん　18才 陸 君　19才 たら ちゃん　22才 ちゃっぷ ちゃん　23才 ポロン 君　16才 ヒナ ちゃん　16才

ミャー ちゃん　19才 ひめ ちゃん　20才 ジンジャー ちゃん　15才 パティ ちゃん　17才 みみ ちゃん　21才 グレ ちゃん　20才 さくら ちゃん　16才

まる ちゃん　20才 ビィ ちゃん　15才 るん♥ ちゃん　15才 もも ちゃん　16才 ポコ 君　18才 ムーン ちゃん　19才 ラッキー ちゃん　16才

ロン 君　14才 ちょこ 君　19才 オキ 君　21才 キキ 君　20才 チョコ 君　19才 ハーナ ちゃん　22才 れん 君　19才

チロ 君　16才 ブッチャー 君　18才 さくら ちゃん　18才 クー 君　22才 らら ちゃん　18才 ラリー ちゃん　15才 夏目漱石 君　18才

ミー ちゃん　20才 Choco ちゃん　17才 ケンシロウ 君　16才 ラブ ちゃん　16才 ルビー ちゃん　21才 チビ太 君　18才 大夢 君　18才

やん 君　18才 カノン ちゃん　14才 タビ ちゃん　19才 ジョイ 君　17才 ミルク ちゃん　17才 ミーシャ ちゃん　19才 小萩 ちゃん　18才

サマ ちゃん　20才 みるく ちゃん　22才 ラン ちゃん　18才 みゃー ちゃん　23才 クロ ちゃん　20才 レオ 君　17才 ベガ ちゃん　15才

フィーユ 君　18才 メイ ちゃん　18才 ひめ ちゃん　20才 チョビ ちゃん　17才 ポン太 君　17才 シュウ 君　16才



源 君　18才

ヒロ ちゃん　17才 ひめ ちゃん　15才 タラコ ちゃん　18才 パピー ちゃん　18才 チャバ ちゃん　21才 デラックス 君　18才 ローズ ちゃん　15才

メイ ちゃん　18才 リク 君　20才 ミケ ちゃん　22才 チェリー ちゃん　15才 そら ちゃん　18才 ほたる ちゃん　19才 チャコ ちゃん　20才

ダズ 君　19才 キムチ ちゃん　18才 あすか ちゃん　20才 ポンコ ちゃん　18才 チエ ちゃん　17才ミッキー 君　19才 クー ちゃん　20才

ネネ ちゃん　18才 ゴンタ 君　18才 ベリィ 君　18才 バシル 君　21才 ラルフ 君　15才 チェリー ちゃん　18才 シュウ 君　15才

マルコ・ファン・バステン 君　19才 ヤマト 君　19才 ハリー 君　16才 くろ 君　20才 チョビ 君　17才 ルナ ちゃん　18才 ドン 君　16才

レオ 君　21才 ティモシー ちゃん　18才 はな ちゃん　18才 もえ ちゃん　15才 たま ちゃん　20才 ペロ ちゃん　15才 サスケ 君　15才

チャー ちゃん　23才 キティー ちゃん　18才 クロ 君　17才 チェシカ ちゃん　21才 小太郎 君　16才 ヤザワ 君　24才 はるみ ちゃん　20才

まるこ ちゃん　19才 もも ちゃん　19才 チャコ 君　20才 レオ 君　18才 あや ちゃん　20才 フー ちゃん　20才 ポン ちゃん　20才

シルバ＆ポロ　20才 清春 君　21才 ちょび ちゃん　22才ロッキー 君　18才 プリン 君　18才 レディ ちゃん　15才 空優 ちゃん　19才

サンボ 君　19才 ジェス 君　15才 あくび ちゃん　20才 茶々丸 君　20才 ポッポ 君　18才 チェリー ちゃん　17才



※ 年齢の他、体の大きさ (体重 ) 等を考慮した最高齢のご長寿さんたちです。

猫 No.1 小型犬 No.1 中型犬 No.1 大型犬 No.1

モモ ちゃん　19才

コロ 君　20才 ミミ ちゃん　24才 アリス ちゃん　18才 レイラ ちゃん　18才 キム 君　21才 椛 ちゃん　19才 大五郎 君　19才

くまり ちゃん　21才 サラ ちゃん　18才 ヴォルフィー 君　14才 チャミ ちゃん　18才 フォア 君　18才 デビ 君　18才 カタン ちゃん　20才

クー＆ミミ　18才 くぅ ちゃん　23才 らぶ ちゃん　18才 ラチ 君　20才 SUZU ちゃん　18才 TAFFY ちゃん　18才

チャチャ ちゃん　18才 める ちゃん　16才 マリン ちゃん　15才 ちゃぷれ ちゃん　18才 万次郎 君　17才 ジュッピー 君　19才 ゴン 君　22才

メイ ちゃん　20才 モモ ちゃん　18才 ガー 君　24才 りょう 君　18才 まめ ちゃん　23才ちぃ 君　20才 小春 ちゃん　20才

2017年最高齢のご長寿さん 　Congratulations！

あおちゃん　2６才 ハチ君　22才 かのんちゃん　20才 トッティ 君　17才




