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牡 馬

三次募集

母の父

 ドリームジャーニー
 2004　鹿

 ミラクルキャンデー
 2008　黒鹿

 ステイゴールド

 オリエンタルアート

*ブライアンズタイム

 ヤマノロングビーチ

*サンデーサイレンス

 ゴールデンサッシュ

 メジロマックイーン

 エレクトロアート

 Roberto

 Kelley's Day

*トニービン

 スキーダブル
ノーザンテースト S4×S5,  Hail to Reason M4×S5

ミラクルキャンデーの18
父 ドリームジャーニー　鹿毛　2018年4月6日生　生産 長谷川牧場

　母が船橋で1勝、全兄もJRAのダートで1勝、高知で
5勝していますが、本馬の馬体を見ると、四肢を長く見
せるシルエット、がっしりとした首差しなど、父の特
徴が強く出ています。母系にはブライアンズタイム、
トニービン、マルゼンスキーと、ダービー馬の父がズ
ラリと並んでいますし、芝でスピードを活かすタイプ
ではないでしょうか。その父の産駒は現在、ミライヘ
ノツバサ、ヴェルトライゼンデなどが活躍中。2歳か
ら古馬まで長期間に亘って楽しめる走りは、まさに父
譲り。本馬も豊富な成長力が武器になるでしょう。

FAMILY

BROOD MARE SIRE

関 東 入 厩
深山雅史厩舎 予定

募集口数 400口 総額 720万円 1口価格 18,000円
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*サンデーサイレンス

ステイゴールド ゴールデンサッシュ
ドリームジャーニー

�
�
メジロマックイーン

鹿 2004 オリエンタルアート エレクトロアート

�
�
�

�
�
Roberto

*ブライアンズタイム Kelley's Day
ミラクルキャンデー

�
�
*トニービン

黒鹿 2008 ヤマノロングビーチ スキーダブル（4）
*ダブルドア系

母ミラクルキャンデー（08 *ブライアンズタイム）南関東�１勝。産駒
ディスピュート（13 牡 鹿ドリームジャーニー）１勝，高知�５勝
クルシュー（16 牝 青鹿ドリームジャーニー）３戦，�

祖母ヤマノロングビーチ（99 *トニービン）兵庫�入着。産駒
プレストクィーン（牝キングヘイロー）北海道�２勝，南関東�６勝

曽祖母スキーダブル（81 マルゼンスキー）１勝。産駒
ロードリーナイト：３勝，赤富士賞，水仙賞，府中３歳Ｓ-OP３着，ＮＨＫ杯

-JPN2５着
ドリームラッシュ：２勝，木古内特別，大分�２勝，岩手�１勝
ダブルアクセル：３勝
テイエムオオジャ：３勝

四代母 *ダブルドア Doubledoor（64 Sir Gaylord）米国産，北米３勝。産駒
トゥールドフォルス Tour de Force：英４勝，Pepsi S-L３着
ゴールデングリムスGolden Glimpse：北米１勝。産駒

シルヴァー グリムス Silver Glimpse：仏２勝，Prix de l'Obelisque
-L，Prix des Lilas-L２着。ラッキー シークレット Lucky Se-
cret（ＭＶＲＣシュウェップスＳ-G2），ヒンティング Hinting
（ＭＲＣジュメイラ国際トランキルスターＳ-G3）の曽祖母

ゴールデンフェザントGolden Pheasant：不出走。アードブレイレイ
ディ Ardbrae Lady（パークエクスプレスＳ-G3）の曽祖母

トゥワイスアフール Twice a Fool：不出走。産駒
フーリッシュ インテンションズ Foolish Intentions：北米４勝，

Queenstown S，Yankee Girl S-L２着，Rose S-L２着
タワーオブロンドン Tower of London：北米２勝。産駒

フェアウェル レター Farewell Letter：北米４勝，ＣＣＡオークス
-G1３着，Eatontown H３着。パーティング モーメント Part-
ing Moment（伊セントレジャー-G3）の母，ミス ガソン Miss
Gazon（シュプリント大賞典-G3）の祖母

ドリーミングウェイ：不出走。産駒
ユメノトビラ：３勝。ロイヤルクレスト（マリーンＳ-L）の祖母

ＢＭＳ*ブライアンズタイムは米国産，北米５勝，フロリダ ダービー-G1，ペガ
サスＨ-G1。主な産駒：ナリタブライアン（年度代表馬，三冠，有馬記念
-JPN1），マヤノトップガン（年度代表馬，有馬記念-JPN1）。母の父としてディ
ーマジェスティ（皐月賞-G1），スリーロールス（菊花賞-JPN1），ビートブラ
ック（天皇賞・春-G1），エスポワールシチー（ジャパンＣダート-G1）を出す
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