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モーディッシュ 16
父

SIRE

ゼンノロブロイ

Zenno Rob Roy 2000 年生 黒鹿毛 白老産

競走成績 20戦7勝
2004 JRA年度代表馬
2004 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な活躍》
2003（3歳）
1着 青葉賞-G2（東京 芝2400）
1着 神戸新聞杯-G2（阪神 芝2000）
2着 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
3着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
2004（4歳）
1着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
1着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
1着 有馬記念-G1（中山 芝2500）
2005（5歳）
2着 インターナショナルS-G1（英国 芝10.4F）
母の父

BROODMARE SIRE

シングスピール

Singspiel 1992 年生 鹿毛 愛国産

競走成績 20戦9勝
1996 米最優秀芝牡馬
《主な勝鞍》
1996 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
1996 カナダ国際S-G1（加国 芝12F）
1997 ヨークインターNS-G1（英国 芝10.5F）
1997 コロネイションC-G1（英国 芝12F）
種牡馬成績

24

種牡馬成績
2009 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
マグニフィカ
2010 NAR最優秀3歳馬
サンテミリオン
2010 オークス-G1（東京 芝2400）
タンタアレグリア
2017 AJCC-G2（中山 芝2200）
サトノフェイバー
2018 きさらぎ賞-G3（京都 芝1800）
メートルダール
2017 中日新聞杯-G3（中京 芝2000）
バウンスシャッセ
2016 愛知杯-G3（中京 芝2000）

《主な産駒》
ラフドゥードLahudood
2007 米最優秀芝牝馬
ダーレミDar Re Mi
2010 ドバイシーマC-G1（アラブ 芝2400m）
アサクサデンエン
2005 安田記念-G1（東京 芝1600）

母の父として
《主な活躍馬》
シンハライト
2016 JRA最優秀3歳牝馬
ローブティサージュ
2012 JRA最優秀2歳牝馬
2014 キーンランドC-G3（札幌 芝1200）
ドビュッシューDebussy
2010 アーリントンミリオンS-G1（米国 芝10F）
ガンコ
2018 日経賞-G2（中山 芝2500）
シャケトラ
2017 日経賞-G2（中山 芝2500）
タツゴウゲキ
2017 小倉記念-G3（小倉 芝2000）

Modish 16
母

系

FAMILY

母モーディッシュ 北海1勝
ボルトポーズ 南関3勝
クーデター 兵庫4勝
ミッキーボクサー 現役 1勝 南関5勝
スティンライクビー 現役 3勝 岩手3勝
カミノライデン 現役 1勝
ダイヤモンドベガ 現役 出走
祖母モテック 仏4勝 フロール賞-G3 コリーダ賞-G3 3着 シャルルラ
フィット賞 トゥーレル賞 3着
ブラックルーラー 2勝
テクニカルラン 3勝 南港特別
セイイーグル 現役 1勝
デルマアブサン 現役 1勝
サンテミリオン 4勝 オークス-G1 フローラS-G2 フラワーC-G3 3
着 若竹賞
レコンダイト 5勝 目黒記念-G2 2着 中日新聞杯-G3 3着 大阪ハン
ブルクC 2着 但馬S 北野特別 調布特別
曾祖母スダカSudaka 仏1勝 クレオパトル賞-G3
バイスホルンWeisshorn 仏1勝 仏障害2勝
ランカスターLancaster 仏1勝
スドゥブレウSud Bleu 仏障害2勝
ダウヴァDalva 仏3勝
ゴールドスリックGoldslic 現役 仏障害5勝
ポプロニアPopulonia 仏1勝
ポップロックデュベルレPoprock Du Berlais 仏障害1勝
四代母ディディエクララDidia Clara 仏6勝 ベルフィーユ賞 2着 シェネッ
ト賞 2着 レソンヌH 2着
メディカードMedicard 仏2勝
カリマーラCalimala 仏1勝 アイソノミー賞 2着
ラファヴォリータLa Favorita 米仏4勝 オペラ賞-G2 2着 カロンヌ賞
テュイルリー賞 3着
キングオブザリヴァーKing of the River 英1勝
マンアマングメンMan Among Men 米4勝
マンオンアミッションMan On a Mission 米加2勝
ジェムソンキッドJameson Kid 仏1勝 仏障害4勝
エルシタンEl Shitane 仏1勝 仏障害4勝
ダンシングクララDancing Clara 仏障害1勝
エルコーレErcole 仏2勝
クロディオンClodion 仏アラブ7勝 ジェベルアリS
クラーストーンClarstone 不出走
ギャルマGalma 仏7勝 リラ賞 2着
五代母パトリアPatria 仏入着
カイターCaitor 仏3勝 クリュニー賞 ナボブ賞 2着
リエフマンRiehmann 仏3勝 エスプラナッド賞
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