
18. マスタ ー セイレ ー ン17

出産予定日4月24日

牡·® 咸毛 ・ ラ月 T 日生

＊ エンパイアメーカー Unbridled 

＊バトルプラン
Toussaud 

鹿 2005 Flanders Seeking the Gold 
Starlet Storm 

ネオユニヴァース
＊サンデーサイレンス

マスターセイレーン
＊ポイン丁ッドパス

鹿 2007 ＊パーレイ Mt. Livermore 
Sister Aggie (3) 

母マスタ ー セイレーンは1勝， 新馬（芝160 0m), 兵庫（公）1勝。 産駒
ヴィーグリー ズ(14 牡 鹿 ＊ シンボリクリスエス） 1勝， 新馬(D
I 120 0m), ⑱ 

グロ ーバルリー チ(15 牡 鹿 ＊ シニスターミニスター）未出走
(16 牝 鹿 ＊ バトルプラン）

祖母＊ バーレイParlay は米国産， 北米6勝， デイスタフH -G2, Dearly 
Precious S-L, ヴェイグランシーH -G3 3着。 産駒
ダイワシ＿クレット： 4勝，鹿島特別，クリスマスロ ー ズS -OP 3着，

南関東（公）入着， アフター 5スター賞 2着， 広島（公）6勝， い ろは丸
賞， 福山菊花賞3着， 福山大賞典3着

ダイワスペシャル： 3勝， 茶臼山特別， 岩手（公）4勝，OROター フス
I プリント 2着， 秋嶺賞3着， ハー ベストC 3着， ⑱

チャチャリー ノ： 3戦。 産駒
アダムバロー ズ： 4勝， 若葉S -OP, 若駒S -OP, 紫菊賞， ⑱
リノワ ール：入着， 兵庫（公）5勝， 兵庫サマークイーン賞4着， 兵

庫クイー ンC 5着， 石川・東海（公）入着， 読売レデイス杯2
着， 秋桜賞3着

デンコウセキトバ： 1勝
ダイワパフォ ーム： 1勝

ミートミー オンタイムMeetmeontime ・．北米1勝。 産駒
ブ ッチェロBucchero: 北米6勝，ToMuch Coffee S ( 2回），Bri

ckyard S, ⑱ 
トラブルウィズメアリー Trouble With Mary : 北米1勝。 産駒

メアリー ラヴズテートンMarylovesteton: 北米9勝
曽祖母シスタ ー アギ ー SisterAggieは北米3戦。 産駒

スペ ＿ スアバヴSpaceAbove : 北米12勝，Southfield S 3着
ノ ー ホエアマンNowhereMan : 北米10勝，Philosophy S 3着
リリビー ビー Re Re Be Be: 北米1勝。産駒

リリードザフットノー ツRereadthefootnotes: 北米5勝，Hollie
Hughes S, サプリングS -G3 3着

19. マスタ ー エクレ ー ル17

出産予定日4月24日

牡·® 屁毛 ・ チ月ユ0 日生

ネオユニヴァース ＊サンデーサイレンス

ヴィクトワールピサ
＊ポイン丁ッドパス

黒鹿 2007 ＊ ホワイトウォーターアフェア Machiavellian 
Much Too Risky 

Elusive Quality Gone West 
＊ マスターエクレール

Touch of Greatness 

黒鹿 2009 Sabathani Major Impact 
Alberta Johnson (8) 

母＊マスタ ーエクレールMasterEclairは米国産，中央3勝，南関東（公）1勝，
船橋記念2着。 産駒

(16 牝 栗 ゴー ルドアリュ ー ル）
祖母サバタ ー ニSabathaniは北米4勝，Canterbury Park Oaks 。 産駒

スナップイットSnap It: 北米6勝
オー ルドマンクル ー ピOladMan Crupi : 北米3勝
ヒドゥンリー ダー Hidden Leader : 北米1勝

曽祖母アルバ ータジョンソンAlberta Johnsonは北米10勝。 産駒
マイナーウィズダムMinor Wisdom : 北米10勝， ホー ソ ーンダービー

-G3, Kentucky Cup Mile H-L, 同2着，SeaO Erin Breeders'Cup
Mile H-L, Overage S, John Henry S-L 3着，Bowl Game S-L 3着

キングカデンKing Caden: 北米4勝
四代母ノ ー ティブレイドNaughty Bladeは不出走。 産駒

ノ ー ティナイル Naughty Nile : 北米3勝，Vandale S 3着，Cincin
nati Trophy S 3着。 産駒
エンタイトルメントEntitlement: 北米4勝，Lamplighter S, Re-
I gaey Island S 2着，RushingMan S-L 3着

ロウワーエジプト Lower Egypt : 英4勝，Strensall S-L, セレ
I クトS -G3 2着

ノ ー ティバムNaughty Pam: 北米6勝， Lasy Sponsors'Bree
ders'Cup S 2着。 産駒
コールミ ーレフティCall Me Lefty : 北米4勝， Texas Sta

llion S
ノー ティリンダNaughty Linda: 北米1勝。 産駒

サラトカシナーSaratogaSinner : 北米7勝， ホーリーブルS
-G3

ノー ティエンクイックNaughty n Quick: 北米4勝
五代母ノーティネドラNaughtyNedraは北米 2勝，WestVirginia Derby 

Prep H 2着。産駒
フォン シアーFoncier ・．北米29勝，Speed to Spare Championship S




