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トゥトシールールズの2017
アンブライドルズ ソング

# 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 "
ローマン ルーラー
3/3生 %
! Roman Ruler
'*トゥトシールールズ $

Yada Yada

# Fusaichi Pegasus
& Silvery Swan

チャーミングトゥジー
# Storm Cat
鹿 2012 ' Charming Toutsie & Tout Charmant
（14）

[Mr. Prospector 4DX5S]

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，
ウッ
ドウォードＳ-G1，
ホイッ
トニーＳ-G1２着。
１歳が初年度産駒。
父はＢＣジ
ュヴェナイル-G1，
フロリダ ダービー-G1など５勝，
アロゲイト
（ＢＣクラシック
-G1）
，
フォーエヴァー アンブライドルド
（ＢＣディスタフ-G1）
を出す
母 *トゥ
トシールールズ Toutsie Rules は米国産，
北米２勝，
チャールズ タウ
ン オークス-G3３着。
本馬が初仔
祖母チャーミングトゥジー Charming Toutsie
（04）
不出走
アイム マムズ フェイヴァリット I'm Mom's Favorite
（牝 Indian Charlie）
北米４勝，
Miss Preakness S，
Cicada S-L３着
チャーム シティガール Charm City Girl
（牝 Pioneerof the Nile）
北米
３勝，
Desert Vixen S２着
チャーミング サンダー Charming Thunder
（牝 *サンダーガルチ）
北米２
勝
サンダー ロック Thunder Rock
（騸 *サンダーガルチ）
北米２勝
フィード ザ ストリーク Feed the Streak
（騸 Horse Greeley）
北米２勝
ダイヤモンドインザセンター Diamondinthecenter
（牝 Gemologist）
北米
１勝
曽祖母トゥ シャルマン Tout Charmant
（96 Slewvescent）
北米９勝，
メイ
トリ
アークＳ-G1，
デル マー オークス-G1，
サン ゴルゴニオＨ-G2，
ダリアＨ
-G2，
ギャラクシーＳ-G3，
同-G2４着，
ウイルシャーＨ-G3 ，
Sandy Blue
S，
ＢＣフィ
リー＆メア ターフ-G1２着，
クイーン エリザベス二世チャレンジ
カップＳ-G1２着，
ラモナＨ-G1２着，
サンタ アニタ オークス-G1２着，
ラ
ス ヴィルヘネスＳ-G1２着，
ハニムーンＨ-G2２着，
パロマーＨ-G3２着，
ゲイムリーＢＣＨ-G1３着，
ラス パルマスＨ-G2４着，
サンタ アナＨ-G2
４着，
ラトロワンヌＳ-G3４着
ダンシング ハウス Dancing House：北米５勝，
バーバラ フリッチーＨ
-G2，
Interborough S-L２着，
スピナウェイＳ-G1３着，
ミス グリロＳ
-G3３着，
Tropical Park Oaks３着
トゥー チャーミング Too Charming：北米１勝，
Open Mind S２着
ハイ スタイル High Style：北米１勝
オール スター バブ All Star Bub：北米３勝，
アドレイションＳ-G3３
着，
Emerald Distaff H３着
四代母チャーム ア ジャンダルム Charm a Gendarme
（89 Batonnier）
北米
５勝，
セニョリータＢＣＳ-G3，
San Jose Breeders' Cup H，
Curragh S
フォレスト グローヴ Forest Grove：北米５勝，
ロサンジェルス タイムズ
Ｈ-G3，
カウントフリート スプリントＨ-G3２着。
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