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                    2019-8-16 



２０１９年夏の超ビッグニュース 



朝日新聞８月５日夕刊のトップ 



トンデモナイことをやってのけた！ 

 



ゴルフ選手が日本記者クラブで会見するのは初めてで、20歳という年齢は
1994年に史上初のシーズン200本安打を達成した際のイチローの21歳を抜

き、スポーツ選手として最年少 



 
渋野 日向子（しぶの ひなこ） 

 
誕生日：1998年11月15日（３人姉妹の次女） 
出身地：岡山県岡山市 
血液型：AB型 
身 長：165cm 
体 重：62kg 
趣 味：習字（初等師範）、ソフトボール 
得意クラブ：５Ｗ 
平均飛距離：240ヤード 
所 属：RSK山陽放送 
 師 匠：青木翔（岡山のレッスンプロ） 
     岩道博志（小学生時代ソフトボールコーチ） 



この凄さは・・・日本人で二人目 
因みに男子は皆無 



1977-6-12全米女子プロゴルフ選手権 
（サウスカロライナ州ノースマートルビーチ） 

樋口久子は１９６７年のプロ１期トップ合格 



勝利の笑顔は最高 

 



2019-8-6羽田凱旋・一躍時の人 



羽田空港は２００人のファンが 



記者会見は契約スポンサーのワッペン付き 

 



２６台のテレビカメラ 



ウォーバン・ゴルフクラブ 
６，５８５ヤード、パー７２ 

2019-8-1～4 



全英オープンへの出場資格は 

• 最終予選通過者 
• 過去10年の全英女子オープン優勝者 
• 前年全英女子オープン上位15位（タイ）の者 
• 現時点でのLET（Ｌａｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｔｏｕｒ）賞金ランキング上位25名 
• 現時点でのLPGAツアー賞金ランキング上位40名 
• 現時点での日本ツアー賞金ランキング上位5名（アース・モンダミンカップ終了時
点） 

• 当年度のLET・LPGAツアー競技優勝者 
• 前年度のLET・日本ツアー・韓国ツアー賞金ランキング1位 
• 過去5年のANAインスピレーション・全米女子オープン・全米女子プロ選手権・エビ
アン選手権優勝者 

• 前年全米アマチュア選手権・欧州女子アマ優勝者 
• 当年アジアパシフィック女子アマ、全英女子アマ優勝者 
• 前年マーク・H・マコーマック・メダル受賞者 
• 同選手権開催週のロレックス女子世界ランキング上位（LET10名、LPGA30名） 



流石に緊張したスタートだったが 



初日６アンダー２位の好発進 



４日間の死闘！ 



 



４日間を通して見ると、前半パー、後半だけで１８アンダーだったことが判る。 



最終日の後半スパートで逃げ切る 
３番ホールのダブルボギーを凌いだのは見事 



４日間の激闘は最後まで続いた 



最終１８番ホールまで優勝を競った 
リゼット・サラス（米） 

Lizette Salas(30) 
1989/07/17   

メキシコ移民の子、７才から
ゴルフを始め、ＵＳＣを卒業
後、11年にプロ転向。 
12年からツアー参戦し、賞
金ランク51位 
13年は賞金ランク15位に
ジャンプアップ 
14年の「キングスミル選手
権」でツアー初勝利、以後
優勝無し。 
 



初日、２日目トップ３日目 
アシュリー・ブハイ（南ア） 

Ashleigh Buhai(30) 
 

欧州ツアー（ＬＥＴ）で３勝、 

海外女子 賞金ランキング：
42位  
女子世界ランキング：94位  



世界ランキング１位だった 
髙真栄 コ・ジンヨン（韓） 

Jin Young K0（24） 
両親の影響で７才からゴルフを
始める 
韓国で９勝、ＬＰＧＡ３勝 
2018年：ISPSハンダ・オーストラ
リア女子オープン優勝してルー
キーオブザイヤー 
2019年：バンク・オブ・ホープ ファ
ウンダーズカップ、ANAインスピ
レーション、エビアン選手権と勝
ち進んで世界ランク１位 
２週連続メジャー優勝を目前にし
ていた。 





勝因は・・・云うのは易いが 



岡山市立平島小学校野球ティーム 



小学２年生でゴルフとソフトボールを始める 
右投げ・左打ちのピッチャー 



２０１１～２０１３年岡山市立上道中学校 
岡山県ジュニア選手権中学生の部３連覇 



高校時代 笑っていない珍しい写真 

• 高校時代、広島県三原
市の白竜湖ＣＣで行わ
れていたデイリース
ポーツ後援「中国ジュ
ニアゴルフ選手権新人
戦」に２度出場している。
１年目はプレーオフ（Ｐ
Ｏ）で２ホール目ボギー
を叩いて敗れ２位。 

• ２年目は４位 
  



岡山県高校大会では優勝 



 
岡山県作陽高校 

２０１５年８月高校団体で全国制覇 
渋野（左端）笑顔ではない？？ 

 



渋野のパッティング練習法は 

必ずやっているのは、1メー
トルからティを50センチずつ
伸ばして差し、仮想9 ホー
ルのパット練習してます。
ルールは、9ホールを1パッ
トで上がるまで2回のミスま
ではOK。途中で3回ミスをし
たら初めからやり直しです。
これができるまで帰れない
というパット練習です。昔は
3時間かかったこともありま
したけど、今は早く終わりま
すよ（笑）。 



Driver is show, Put is money 



この強運・プロテスト前に６００万円ゲット 

• 6月の「アース・モンダミン
カップ」では主催者推薦選
考会を突破し、レギュラー
初出場。 

 

• カメリアヒルズカントリーク
ラブ（千葉県）◇6620ヤー
ド・パー72  
 

• 予選落ちとなったものの、
初日に９番ホールでルで
ホールインワンを達成し、
賞金６００万円をゲット。 



２０１８年７月２度目の挑戦でプロテスト合格 
同期２１人の１４番目と冴えない成績？ 



２０１８年ＬＧＰＡプロテスト９０期 
同期生２１人 

因みにＪＰＧＡ所属プロは４２５人 



黄金世代のトップに躍り出た！ 



1998-1999年生まれの金の卵 



師匠は現在のキャディー青木翔 
レッスンフィーは５０分￥6,000 



２０１９年５月サロンパスカップで初優勝 

• 通算12アンダーで女子プ
ロゴルフツアー初優勝。 

• このときの20歳178日で
の優勝は、2015年チョン・
インジ（韓国）の20歳273
日を更新し、大会史上最
年少優勝記録となってい
る。  
 

•  史上13人目のLPGAツ
アー初優勝を公式戦で達
成。3年シードを獲得した。  



 
河本結、大出瑞月、大里桃子らの祝福に涙ぐむ 

「私でよかったのでしょうか？」 



２０１９年７月資生堂アネッサレディースで２勝目 

お母さんも駆け付けた 



さあこれからはお洒落も出来るぞ 

 



女は化ける！！ 





2019-8-6時点のワールドランキング 



７ヶ月で５６３位から１４位へ！！ 



渋野はオールラウンドプレーヤー 

最後まで勝利を競ったサラスと世界ランク1位のコ・ジンヨンの飛距離がいずれも
平均250ヤード、同組のブハイが246ヤードという中、渋野選手の最終日の平均
飛距離は264.0ヤード。 



全英で使ったクラブセッティング 

ドライバー：ピン G410 プラス ドライ
バー（10.5度） 
シャフト：藤倉コンポジット 569 ス
ピーダーエボリューション6（44.75イ
ンチ、硬さSR） 
フェアウェイウッド：ピン G410 フェア
ウェイウッド LST（3番14.5度）、ピン 
G410 フェアウェイウッド（5番17.5度） 
ユーティリティ：ピン G410 ハイブリッ
ド(3番19度、4番22度) 
アイアン：ピン i210 アイアン（5番～
PW） 
ウェッジ：ピン グライド フォージド（52
度、58度） 
パター：ピン シグマ2 アンサー パ
ター 
ボール：タイトリスト プロ V1 ボール 
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全英出発前の地元の応援 



ゴルフ場では何時も笑い顔 



ギャラリーさんに笑顔でハイタッチ 



バーディのボールを直ぐにプレゼント 

 



  優勝の記念ボールは消失 

    左：サイン入りファンサービス用 
      右：試合に使うタイトリストのボール 



優勝記念のボールにまるで愛着なし 

十
八
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ル
は
、
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あ
げ
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ま
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ア
ッ
ケ
ラ
カ
ン
。 



最終１８番バーディでホールアウト 

 



アテストの前にポケットに入れた 



確かに左のポケットに入っていた 



優勝スピーチの時もボールは在った 



２０分後セレモニーの後も・・・ 



インタビューの時にも未だ在った 



ポケットのボールは目立っている 



この５分間でボールは誰かにあげちゃった 



最終日１３番４人がトップに並ぶ大接戦 
御当人はお握りを食べながらの余裕？ 



 
 

土壇場１６番で追いついたが・・ 
食べているのは「たらたらしてんじゃねーよ」 

 
 



山梨県・よっちゃん食品工業社 
渋野のおかげで注文殺到の駄菓子 

税込￥108.00 



優勝スピーチは大拍手を呼んだ 



誰かに書いて貰い、カタカナを振って
読み上げた優勝スピーチ 

 
I would like to say thank you to ,  
AIG for their first year of sponsorship (is) has been great. 
Wonfgang golf club , his Ｇrace the Ｄuke.... Ｊason and his staff. 
Captain and lady captain and all the members  
Don Clerk and his green keeping team for presenting the golf 
course, 
in fra.... ふふふふふ(笑) for plus condition. （大喝采） 
The R and A , the LPGA and Ladys European Ｔour. 
IMG , all the volunteers. All the media . 
And TV broadcasters, all the spectators .... 
...... THANK YOU !!! 



渋野は嵐の中で次の闘いへ 



超過密なスケジュールが待っていた 



岡山へ帰り母親に報告 



小泉進次郎と滝川クリステルの結婚報道に 
一寸救われた？？ 



 
木曜日夜は北海道に飛んだ 
ＬＰＧＡツアー「北海道ｍｅｉｊｉカップ」前夜祭 

ＬＰＧＡ小林浩美会長（５６）、樋口久子顧問（７３）との揃い踏み 



 
凱旋後の第一戦 

大群衆を引き寄せたが・・・ 
 



これではゴルフにならないよ！ 



最終日９位４アンダーからスタート 
トップ１０入りは叶わず 



新契約と副収入で破格の稼ぎに  
渋野日向子メジャー制覇の「お値段」 
• すでに７社とスポンサー契約をしている。 
• 所属契約はＲＳＫ山陽放送 
• ウエアはビームス 
• クラブはピン 
• シューズはナイキ 
• ボールはタイトリスト 

• 袖ワッペンのミック工業（空調建築関連部品製
造）とキャンディル（建築業） 

どのスポンサーも全英優勝前の契約ですから大し
た額ではないはずで、今後は億円単位となろう。 



賞金ランキングは８月１１日時点で２位 

これに全英優勝賞金 ＄675,000.00（￥74,500,000.00）が加わる！ 



２０才のオンナノコ！ 

 



色紙のネットオークションも急騰 
￥4,900→￥34,500 



現在すべてに好位置を占めるが 



２０１９年ＬＰＧＡ１０冠を幾つ取るか？ 
ＬＰＧＡアワードの表彰対象となる主要３部門 
①賞金ランク 
②メルセデス・ランク-最優秀選手（ＭＶＰ） 
③平均ストローク 
 
④海外での活躍が対象となる「ＬＰＧＡ輝き賞」 
⑤新記録達成者を表彰する「ＬＰＧＡ栄誉賞」 
 
⑥特別賞、 
⑦敢闘賞、 
 
記者投票をもとにＬＰＧＡが選考する 
⑧「ベストショット賞」 
⑨「ベストコメント賞」 
 
資生堂が選ぶ 
⑩「ビューティー・オブ・ザ・イヤー」 
 

註：これまでの最多はイ・ボミが２０１６年達成した５冠 ①②③⑧⑩ 
 
 



今年は２１試合消化、まだ１５戦残っている 





参考-ネット動画 

• プロテスト合格の時点 

• https://www.youtube.com/watch?v=hcJVPMdKEtI 

 

• 優勝の瞬間 

• https://www.youtube.com/watch?v=avN-HWjgWV4 

 

• 全英最終段階 

• https://www.youtube.com/watch?v=QjMTZhiJB6k 

 


