
 

 

 

 

 

 

                  ＭＣＣ研修資料 

                 ２０20年１月１７日 



日刊スポーツ「今年活躍したアスリート」 

１位に羽生結弦と渋野日向子 



報知新聞2019スポーツ大賞 
ゴルフ界からは今平周吾・渋野日向子 



２０１９年ルーキーオブザイヤー 



地元岡山への凱旋は大歓迎 



一躍地元岡山の名士となった 

 



ネット検索でもアスリート部門独占 



2019流行語大賞候補にまでなった 



地方公務員渋野家３人姉妹の次女 



父は砲丸投げ、母は槍投げ 
シブコはスポーツエリートのＤＮＡ 



小学生時代は野球少女だった 



８才で始めたゴルフも一寸したもの 

 

中学生になって野球部では唯一人の女子選手
になってしまったので、中２からゴルフ一本に
絞った。 



2018-5-3サロンパスカップでは 
ボランティアをしていた 

• １年後にこの大会を制
覇すると誰が予測した
だろうか？ 

• シブコが示している３人
は黄金世代同期生ば
かりだ・・・ 

• この時優勝した申ジエ
とは翌年賞金女王を最
後まで争って追い抜い
た！ 



ついこの間まで１９才の可愛い女の子 



2018-6-29始めてのツアー出場で 
ホールインワンを達成―強運の持ち主！ 
この時点で未だプロライセンスは無い 



アースモンダミンカップ 
千葉県カメリアヒルス ９番 

• 高卒後最初のプロテス
トに失敗 

• ＴＰ（ツアープロ）単年登
録者として主催者推薦
を受けての出場 

• 従って２０１８年のＪＬＰ
ＧＡ唯一の試合だった。 

• 結果は予選落ちだが、
ホールインワン賞金を
獲得した異常な強運！ 



2018-7-27プロテスト合格（２１人中１４位） 

翌日晴れてＪＬＰＧＡ入会 

• JLPGA最終プロテストに2
度目の進出を果たし14位
で合格。 

• JLPGA90期生となる 

• ファイナルQTで40位とな

り、翌シーズン前半戦の
JLPGAツアー出場資格を
得た。 

• プロゴルファーとしての出
だしは極めて低空飛行！ 

 



２０１８年夏 初々しい新人登場 



５月サロンパスカップで初優勝 
これが何と公式戦（メジャー）だった 

 



20歳178日での優勝は2015年チョン・インジ（韓
国）の20歳273日を更新する大会史上最年少V。 



黄金世代の仲間からの祝福 
因みに９０期生２１人中１１人が優勝経験あり 



７月資生堂アネッサクラシックで２勝目 
これで全英出場権が飛び込んで来た 



８月全英オープン優勝 
1977年「全米女子プロ選手権」の樋口久子以来となる 

42年ぶり、日本人2人目のメジャー制覇 



一躍時の人となった瞬間 

 



畑岡、鈴木、比嘉が予選落ち！ 



ＪＬＰＧＡからのご褒美は真珠ネックレス 
時価２００万円相当 



記念切手は国民的ヒロインの印 



ギャラリーの視線を一身に浴びる 
女子ゴルフの人気急上昇 



帰国第１戦ＮＥＣ軽井沢72 
全英の再現かという場面で３パット 



９月デサント東海クラシックで３勝目 



オーバーパー無しの連続ラウンド新記録達成 
日本プロ初日７０で新記録２９ラウンド 



１０月スランプで３度目の予選落ち 



初心に発ち帰り次の週には 
１１月大王製紙エリエールで４勝目 



最終戦での三つ巴の闘いとなった 



大逆転は成らなかったが・・・ 



年間を通じての３Ｓの闘いの跡 



２０１９年の賞金女王争いは面白かった 



女王には７５７万円届かず 



2019ＭＶＰ（メルセデス賞）は勝取った 



２０２０東京オリンピック出場も射程内に 
2020-1-6現在のランキング 



2020-1-6時点日本選手ランキング 

  6位：畑岡奈紗 
11位：渋野日向子 
14位：鈴木愛 
53位：稲見萌寧 
61位：上田桃子 
62位：河本結 
67位：比嘉真美子 
69位：勝みなみ 
72位：小祝さくら 
73位：岡山絵里 
79位：古江彩佳 

• 原則一国２人、ランキン
グ順位通りに選出 

• １５位以内なら一国４人
まで出場出来る 

• 因みに２０１６年リオには
日本では知名度ゼロの
野村敏京と大山志保が
代表になる結果となった
のはこの仕組み。 
 



２０１９年最終スタッツ 
申ジエの平均ストローク６０台が際立つ 



２０１９年韓国勢を凌駕した！ 



シブコ２０１９年のスタッツ 



シブコの魅力はバーディ奪取力 

 

                        試合数  バーディ 

 

穴井 詩     39    424 

渋野日向子   31    402 

小祝さくら    39     398 

原英莉香     36     369 

河本 結     32     366 

 ・ 

 ・ 

申ジエ        27       327 

鈴木 愛      25       302 



シブコの２０１９年獲得賞金総額は 
実質日本一ではある 

・ＬＰＧＡ賞金 ： ￥152,614,314.00 

・全英オープン： ＄675,000.00＝ 

              ￥72,000,000.00 

・ＵＳＬＰＧＡ台湾選手権： ＄11,513.00＝ 

            ￥1,250,000.00 

・ＭＶＰ     ：  ￥5,000,000.00 

 

             合計 :￥230,864,000.00 



副賞も４５００万円相当（車５台！） 

・サロンパスカップ：  ベンツＣクラス 

              常陸牛１頭分 

              久光製薬商品１年分 

 

・資生堂カップ ：   ジャガー E Pace 

              資生堂化粧品１年分 

 

・デサント東海 ：   スバル・フォルスター 

              BVLGARI高級時計 

              知多牛１頭分 

 

・大王製紙   ：    ＢＭＷ ＴＨＥ１ 

 

・ＪＬＰＧＡ ＭＶＰ：   メルセデスベンツ ＣＬＳ450 + ５００万円 

 

・全英オープン祝い；  真珠ネックレス 

   



２０１８年度の賞金収入は・・ 
たった１年で世の中が様変わり 

• ２０１８年ステップアップツアー 

 １６戦 優勝０ 賞金総額 ￥7,115,492.00 

 ホールインワン賞       5,000,000.00 

 

合計                ￥12,115,492.00 

 

                   ￥230,864,000.00                   



スポンサー契約は大型化 

1）RSK山陽放送 岡山のテレビ局所属 2019-2 
2）株）キャンディル 建築ｻｰﾋﾞｽ     2019-3 
3）ミック工業  空調関連機器製造   2019-6 
4）ピンゴルフジャパン  PINGクラブ  2019-1 
5）ビームスﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽBEAMS ウェア 2019-6 
6）アクシネットｼﾞｬﾊﾟﾝ titleistボール  ？ 
7）ナイキジャパン   NIKEシューズ  ？ 
8）Tﾎﾟｲﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ    広告掲載     2019-8 
9）日本航空       航空移動     2019-10 
10）サントリー      専属契約     2019-12 
 
８月14日マネジメント会社「Ｚｏｎｅ（ゾーン）」と契約  
 



１０月ＪＡＬがスポンサーに加わる 



１２月遂に宮里藍に代わるサントリー 
スポンサー料は年間１億円！？ 



 
日本人プロゴルファーの高額所属契約 

 
 ・丸山茂樹 トヨタ自動車と０６年から３年５億円 

 ・石川遼   パナソニックと０８年から５年５億円 

 ・松山英樹 ＬＥＸＵＳと１４年から３年６億円 

 ・上田桃子 ソニーと０８年から３年３億円 

 ・宮里藍   サントリーと０７年から３年２億円 

 ・横峯さくら エプソンと０７年から３年２億円 

・渋野日向子 サントリーと2020年から３年３億円 

 
註：上記の数字はいずれも推定です 



シーズン終了・表彰が山のように続いた 



 



２０１９年ＪＬＰＧＡ表彰 
シブコは４冠 

LPGA メルセデス・ベンツ プレーヤー・オブ・ザ・イヤー     渋野日向子 
賞金ランキング第1位（1億6018万9665円）            鈴木愛 
平均ストローク第1位（69.9399）                   申ジエ 
 

新人賞                                  稲見萌寧 
LPGA資生堂アネッサ ビューティー・オブ・ザ・イヤー      渋野日向子 
敢闘賞                                  古江彩佳 
LPGAステップ・アップ・ツアー賞金ランキング第1位（2092万764円） 
                                      ヌック・スカパン 
メディア賞『ベストショット』部門                   畑岡奈紗 
メディア賞『ベストコメント』部門                   渋野日向子 
LPGA栄誉賞                           申ジエ、畑岡奈紗  
LPGA輝き賞                               渋野日向子 



ＭＶＰ―メルセデス賞 
ベンツ＋５００万円 



Beuty of the year 
資生堂カップ優勝は今年２ヶ目の栄冠 



ベストコメント賞 
「メジャー優勝は久し振り、でも私でよかったのでしょうか」 



Ｂｖｌｇａｒｉの金時計 
デサント東海クラシックは今年３ヶ目の優勝 



Hitachi 3 tours championship 
女子チームが男子、シニア―を撃破 



２０２０年はオリンピック 
２０２１年は世界に挑戦 

 



シブコの強さの秘密は 



ダスティ・ジョンソンに似ているスイング 
力強いフォームは女子プロには他に居ない 



このスイングを可能にしているのは 
下半身の強さ 



 
シブコの猿手は将来有利に働くか？ 

 
 



ドロゥボールで距離が伸び易いが 
肘に負担がかかり怪我の元になるかも 



シーズン終了でテレビ界引っ張りだこ 



 
渋野日向子が出演する年末年始 

地上波の出演テレビ番組 

 1 TOKYO応援宣言 しぶこ&五輪サッカー2020目
前!!年末スペシャル（12/29） 
2 村上信五のスポーツ奇跡の瞬間アワード2019
（12/30） 
3 紅白歌合戦（12/31） 
4 元日はTOKIO×嵐 ウルトラマンDASH（1/1） 
5 夢対決!とんねるずのスポーツ王は俺だ!スペシャ
ル （1/2） 
6 しぶこと千鳥のナイスパーじゃな！～超豪華アス
リート新年会～ 



ＮＨＫ紅白も放って置かない 







初めてのバラエティ「焔の体育会」 
見事パーフェクト達成 



この笑顔が魅力 

 



史上最高のデビューだった 



２０２０年の目標を高く掲げたが・・ 



正に順風満帆だぁ！ 



渋野の２０２０初戦は海外で 



2/27〜3/1 HSBC 世界女子選手権 
セントーサGC (シンガポール) 

賞金総額：150万ドル 



 
 

JLPGAツアー開始 
3/5～3/8ダイキンオーキッドレディス 

琉球ゴルフ倶楽部 

 
 賞金シード選手の出場義務試合は21試合。 

これは、出場権が限られる「日本女子オープン」、
「TOTOジャパンクラシック」、「LPGAツアーチャン
ピオンシップリコーカップ」を除いた34試合の
60％以上というのが基準となっている。 



海外メジャーにも出場意欲あり 
シブコはメジャー全部を制覇したいと・・・意気たるや壮！ 

4/2〜4/5  ANAインスピレーション 

6/4〜6/7  全米女子オープン 

6/25〜6/28 KPMG全米女子プロゴルフ選手権 

7/23〜7/26 エビアン選手権 

8/5～8/8   東京オリンピック 
8/20〜8/23 全英女子オープン（Defending 
champion) 



今後シブコが戦うのは強力な韓国勢 



多分シブコの宿敵となる裵善雨（ペソンウ） 
２０１９年の二人の因縁は気になります 

 

• １９９４－３－１ソウル生まれ 

• ２０１９年ＪＬＰＧＡ単年登録ルー
キーとして登場 

• 2019-5サロンパスカップで渋野の
初優勝に１打差逆転惜敗 

• 2019-8 渋野の全英帰国第一戦
明治カップに優勝 

• 2019-12 最終戦リコーカップで賞
金女王争いの３人を尻目に優勝 

• ２０１９年ルーキーで獲得賞金
127,554,556.00 第４位と大健闘 

• 2019-12-1 ＪＬＰＧＡ入会 



2020-1-4 バラェティ番組出演 
https://www.youtube.com/watch?v=Rni9avm6Pr0 
 
2019-12-29 松木のインタビュー練習法 
https://www.youtube.com/watch?v=6URupJVTa0s 
 
2019-12-14 焔の体育会 パーフェクト達成 
https://search.yahoo.co.jp/video/search?ei=UTF-
8&p=%E6%B8%8B%E9%87%8E%20%E7%82%8E%E3%81
%AE%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BC%9A%20%E3%83
%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%
E3%83%88%E9%81%94%E6%88%90%20youtube 


