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2021セレクト当歳一般
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438

アイスクリームサイレンスの2021
アンブライドルズ ソング

T0460‐46

# Unbridled

! Unbridled's Song & Trolley Song
$ミス マシー スー
!Liam's Map
# Trippi
芦 2011 ' Miss Macy Sue &
リアムズ マップ

牡・芦 "
2/21生 %
*ストリートセンス
'*アイスクリームサイレンス !
$
ダブル スクープ

黒鹿 2009 ' Double Scoop

Yada Yada

# Street Cry
& Bedazzle
# Seeking the Gold
& Golden Treat
（9）

[Mr. Prospector 4DX5SX5D]

父リアムズ マップ Liam's Map は米国産，
北米６勝，
ＢＣダート マイル-G1。
主な産駒：
カーネル リアム
（ペガサス ワールド カップ ターフ招待Ｓ-G1）
，
ベイス
ン
（ホープフルＳ-G1）
，
ウィキッ
ド ウィスパー
（フリゼッ
トＳ-G1）
，
ルシー
（パッ
トデ
イ マイルＳ-G2）
，
チャーン バーン
（パン アメリカンＳ-G2）
母 *アイスクリームサイレンス Ice Cream Silence は米国産，
北米４勝，
ダブルドッグデアＳ-G3
（ＡＷ8.5Ｆ）
，
Optimistic Gal S，
アイオワ オーク
ス-G3２着，
フルール ドリスＨ-G2４着
レイルローダー Railroader
（15 騸 *アニマルキングダム）
北米２勝
シュガー ラヴ Sugar Love
（16 牝 Candy Ride）
北米２勝
ハニカム Honeycomb
（19 牝 *ハードスパン）
未出走
祖母ダブル スクープ Double Scoop
（00）
北米６勝，
Silver Bells S，
ドッグウ
ッドＳ-G3２着，
Sunshine Millions Filly and Mare Sprint S３着，
Post
Deb S３着，
インディアナＢＣオークス-G3４着
シュガー コーン Sugar Cone
（牝 *ストリートセンス）
北米１勝，
ゴールデン
ロッ
ドＳ-G2４着
ダブル ジェラート Double Gelato
（牝 Bernardini）
北米入着
ローミング ユニオン Roaming Union
（騸 Union Rags）
北米４勝，
Pegasus S-L２着，
Gio Ponti S３着
曽祖母ゴールデン トリート Golden Treat
（89 Theatrical）
北米３勝，
サンタ
アニタ オークス-G1，
San Clemente H-L，
ラス ヴィルヘネスＳ-G1２着，
ファンタジーＳ-G2２着，
Santa Ysabel S２着
ゴールド キャニオン Gold Canyon：北米１勝
アドリアーノ Adriano：北米４勝，
レーンズ エンドＳ-G2 ，
ケントＳ
-G3，
ブリーダーズ フューチュリティ-G1４着。
種牡馬
ゴールドドーロ Gold d'Oro：北米５勝，
スワニー リヴァーＳ-G3 ３
着。
ストライク パワー Strike Power
（スウェイルＳ-G3）
の母
スタートリナ Star Torina：北米３勝。
リップスティック シティ Lipstick City
（Boiling Springs S-L）
の母
フィーチャー アーティクル Feature Article：北米入着
プレ イジャリスト Plagiarist：北米13勝 ，Stampede Park Sprint
Championship H，
Journal H２着
チョコレイ
ト サンデー Chocolate Sunday：不出走
サンデードレス Sunday Dress：北米５勝。
サンデー ルールズ Sunday Rules
（ Kalookan Queen S-L）
，タフ サンデー Tough
Sunday
（Sensational Star S）
の母，
ルビー ブラッドリー Ruby Bradley
（Melair S）
の祖母
販売者・所有者：㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名
生 産 牧 場： 同 上
飼 養 者： 同 上
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