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2022ジェイエス繁殖馬セール

T0507‐32

厩舎番号

*アンリミテッドバジェット Unlimited Budget（USA）
ストリート クライ

!Street Cry
*ストリートセンス $ビダズル
2010年生 !
鹿 2004'Bedazzle
（12歳）
黒鹿毛
米国産

"
ヴァリッ
ド アピール
%
!Valid Appeal
リミテッド プレジャー
'アン
Unlimited Pleasure $
クリケット ボックス

黒鹿 1997'Cricket Box

# Machiavellian
& Helen Street
# Dixieland Band
& Majestic Legend
# In Reality
& Desert Trial
# Notebook
& Patsy's Lil Girl
（12）

【*マインドユアビスケッツを受胎
（販売申込時）
最終種付４月26日】
父*ストリートセンス Street Sense は米国産，
米２歳牡馬チャンピオン，
北米６勝，
ケン
タッキー ダービー-G1。
主な産駒
（ＢＭＳ）
：
ロアリング ライオン
（インタナショナルＳ-G1，
エクリプスＳ-G1，
愛チャンピオンＳ-G1）
，
マッジク オン タップ
（トリプル ベンドＳ-G2）
，
ヴ
ァラー ロード
（ＷＡＴＣカラカッタ プレート-G2）
，
ディアスティマ
（札幌日経オープン-L）
母アンリミテッド プレジャー Unlimited Pleasure
（97 Valid Appeal）
北米４勝，
Cottage
Flower S-L２着。
産駒
*アンリミテッドバジェット Unlimited Budget
（牝 黒鹿 *ストリートセンス）
本馬
*ジャルダンⅡ Jardin
（牝 黒鹿 Montbrook）
北米３勝，
スカイラヴィルＳ-G3，
スピ
ナウェイＳ-G1２着
ビーコン シャイン Beacon Shine
（ 牡 Montbrook）
北米２勝，
フラッシュＳ-G3，
Three Chimneys Juvenile S-L３着
コンクウェスト シー ヤ Conquest See Ya
（騸 Adios Charlie）
北米４勝，
Paradise
Creek S２着
祖母クリケッ
ト ボックス Cricket Box
（92 Notebook）
不出走。
産駒
アウトオブザボックス Outofthebox
（牡 Montbrook）
北米５勝，
スーパー ダービ
ー-G1，
フロリダ ダービー-G1２着，
ファウンテン オブ ユースＳ-G1２着，
ワッ
ト ア プレジャーＳ-G3２着，
In Reality S２着，
ファイエッ
トＳ-G3３着。
種牡馬
ラフ アンド レディ Ruff and Ready
（ 牡 More Than Ready）北米８勝，Shotintheheart S，
Caesar Rodney S-L３着，
Tallahassee S３着
ボックス オブ ジョイ Box of Joy
（牝 Concerto）
不出走。
産駒
タックルベリー Tackleberry
（騸 Montbrook）
北米８勝，
ガルフストリーム パ
ーク スプリント チャンピオンシップＳ-G2，
ガルフストリーム パークＨ
-G2，
フレッドＷ.フーパーＨ-G3，
Sunshine Millions Classic S
【競走成績】
北米４勝，
２着１回，
３着１回，
フェア グラウンズ オークス-G2（Ｄ8.5Ｆ）
，
デムワーゼルＳ-G2
（Ｄ９Ｆ）
，
レイチェル アレクサンドラＳ-G3（Ｄ8.5Ｆ）
，
ラン
パートＳ-G3２着，
ケンタッキー オークス-G1３着［収得賞金 $758,837］
【繁殖成績】
2016 ビッグバジェッ
ト
（牝 ディープインパクト）
入着，
南関東"１勝，
!
17 レッドミダス
（牡 オルフェーヴル）
入着
18 ポルタフォリオ
（牡 ハーツクライ）
１勝，
障１勝，
!
19 ハローサブリナ
（牝 ハーツクライ）
１勝，
!
20 不受胎
（キズナ）
21 （牝ドゥラメンテ）
22 （牝 オルフェーヴル）
販売者：社台ファーム＝千歳市東丘
飼養者：社台ファーム＝千歳市東丘
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アンリミテッドバジェット

