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タイガー１３年ぶりの来日プレー 
日本初のＰＧＡツアー 



タイガーは専用機で来日した 

製作：ガルフストリーム・エ
アロスペース社 
価格：＄54,000,000.00 
乗員：  パイロット2+予備パ
イロット1+アテンダント1 

乗客数：最大19人 
全長：  29.39 m 
キャビン 容積：  47.26 m3 
航続距離：12,501 km（ＮＹ-Ｔ
ＯＫ無着陸飛行可能） 
巡航時速度：マッハ0.88 
 
 



メジャー並みの高額賞金 



厳選されたメンバー 



タイガーは４日間トップの完全優勝 

初日インスタートの１０番でい
きなり池ポチャのボギー 

続く１１番、１２番も連続のボ
ギーという出だしは観衆を驚
かせた。 

だが、タイガーは５番からの１
４ホールで９バーディという驚
異的スコアでトップで初日を終
えた。 



初日インスタートで池ポチャのボギー 





タイガー王者の完全優勝！ 



シブコも神様とのツーショット 



タイガーの神髄はパーオン率とパット 



遂にジーン・サラセンの記録に追いついた 
ＰＧＡツアー８２勝はとてつもない記録だ 



ＺＯＺＯの優勝でランキングは６位に 



２０１９年マスターズ、ＺＯＺＯの２勝で６位に浮上 
東京オリンピック出場も視野に入った！ 



 
父アール・ウッズ、母クルチダ・パンサワッド 

父親はアフリカ系アメリカ人1/2、中国人とネイティブ・アメリカンが1/4ずつであり、 
母親はタイ人が1/2、中国人とオランダ人が1/4ずつの血を引いている。 

つまりタイガー自身は、中国系・タイ系・アフリカ系が1/4ずつ、ネイティヴアメリカンとオランダ系が1/8ずつで

世間での認識とは異なり、アフリカ系の血は1/4しかない。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%B3%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E4%BA%BA


エルドリック・タイガー・ウッズ 
1975-12-30タイガー生誕 

• 父アールはヴェトナム
戦の特殊部隊中佐 

• 盟友の南ヴェトナム軍
グェン・フォン中佐の綽
名に因んで息子に「タイ
ガー」のミドルネームを 

• 母チダはバンコクの米
陸軍本部で働く秘書
だった 



父アール・ウッズは４０才でゴルフを始め
スクラッチプレーヤーとなった 

• 生後すぐに父はタイ
ガーをゴルファーに育
てる決心をした 

• オモチャは全てゴルフ
道具のみ 

• ２才からクラブでボール
を打たせた 

• １１才でタイガーに負け
て爾来自ら教えること
は止めた 



生後１１ヶ月でゴルフを始めた 



２才でフルスィングが出来た 



５才Incredible kidのＴＶ出演 

 



ショット、パットともにかなりのもの 



アマチュアの記録は前人未踏 
赤字は史上最年少記録 

１９８４年 ８才  世界ジュニア大会優勝－１ 
１９８５年 ９才  世界ジュニア大会優勝－２ 
１９８８年 12才 世界ジュニア大会優勝―３ 
１９８９年 13才 世界ジュニア大会優勝－４ 
１９９０年 14才 世界ジュニア大会優勝－５ 

 
１９９１年 15才 全米ジュニア選手権優勝 
            世界ジュニア大会優勝－６ 
１９９２年 16才 全米ジュニア選手権優勝－２ 
１９９３年 17才 全米ジュニア選手権優勝―３ 
１９９４年 18才 全米アマチュア選手権優勝  
１９９５年 19才 全米アマチュア選手権優勝－２ 
１９９６年 20才 全米アマチュア選手権優勝―３ 

           ８月２７日プロ転向 



1996-8-24全米アマ三連勝 
３日後にプロ転向決断 



プロ転向後２ヶ月後（５試合目）初優勝 



プロ転向２年目にトップに躍り出る 

• １９９６年10月にいきなり2勝を挙げ、世界ラン
キング33位に躍進。 Tiger Woodsに正式に改
名する。  

• 1997年 4月13日、史上最年少の21歳3ヶ月で
マスターズ初優勝。 

• ＰＧＡ優勝７回、6月に初の世界ランキング1位
になる。 

• 21歳にしてPGA史上最年少賞金王に輝いた。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8813%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8813%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8813%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8813%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/PGA%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC


１９９７年マスターズ優勝 
２１歳３ヶ月１４日で史上最年少 



1999-4全米プロでメジャー２勝目 



2000-6-18全米オープン 



２０００-7-23全英オープン 
グランドスラム達成 



メジャー制覇１５回はニクラウスに次ぐ偉業 

  マスターズ×５    全米オープン×3  全英オープン×３  全米プロ×4   





８２ 



これまでの記録は・・・あと１勝 

 



こんなシーンは数限り無く観た 



タイガー全盛期は1997～2013まで続く 

• PGA最優秀選手賞  
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 
2009, 2013 
• PGAツアー最優秀選手賞  
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 
2009, 2013 
• PGAツアー賞金王  
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 
2013 
• ヴァードントロフィー （年間最少平均ストローク） 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 
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タイガーは幾ら位稼いだか？ 



生涯獲得賞金は前人未踏１億ドル越え 

 



でかいのはスポンサー契約料 
ＰＧＡ登録した途端に６千万弗 

未だツアーに登場すらしていないのに 



最も成功したスポーツマンの一人 



2002～2013年間収入トップ 



アマ・プロ通じて３０年間の栄光に挫折が 
2009～2018の１０年間メジャーの勝利途絶える 



不倫騒動から妻に追われ自動車事故 
2009-12-1 

妻エリン・ノルデグレンに支
払われた離婚慰謝料は７億
５千万ドルと云われている。 



タイガーの記者会見に集まった報道陣 
2010-2-19フロリダ州ポンテベドラビーチのＰＧＡ本部 



タイガーの不倫暴露は続出 



浮名を流した美女は無数！ 
タイガーは性的病癖と断定された 



エリン・ノルデグレンとの間に２子 
長男・チャーリー・アクセル、長女・サム・アレクシス 

真ん中はリンゼイ・ボーン３年で破局 



2014-9、ブリッジストン１８番 
膝に激痛が走り、以後５年間無勝が続く 



この姿勢を取り戻すには４回の手術 



2017-5、追い打ちをかけた薬物疑惑 
実は飲酒運転ではあったらしいが 



現在の恋人エリカ・ハーマン（３４才） 
Players spouse passを付けている 



タイガーのどん底を支えた人？ 



2019-4-14マスターズ５度目の優勝 



タイガーは完全復活した 

 



１０年の空白の後のメジャー勝利 



2019-5-6 大統領自由勲章受章 
Presidential Medal of Freedom 

ゴルファー受賞者はチャーリー・シフォード、アーノルド・
パーマー、ジャック・ニクラス、タイガー・ウッズの４人のみ 



2019-10-27日本で最多勝達成 



タイガーの新記録は数え切れない！ 

• PGAツアー優勝数歴代1位（８２タイ） 
• メジャー選手権優勝数歴代2位「15」 
• 歴代最小年間平均スコア「68.17（67.79）」 : 2000年 
• 歴代最小キャリア平均スコア 
• 史上5人目のキャリアグランドスラム達成 
• 史上最年少キャリアグランドスラム達成「24歳206日」 
• 史上初のメジャー選手権4連続優勝（タイガースラム） : 2000~2001
年 

• 最速4大大会全優勝「93大会」 
• 最長連続予選通過「142」 : 1998年から2005年まで 
• 4大大会すべてを5打差で優勝 
• PGAツアー歴代最高勝率 
• 史上初の全米アマチュアゴルフ選手権「3連覇」 

 



• PGA Player of the Year 最多受賞「11」 
• PGA Tour Player of the Year 最多受賞「11」 
• PGAツアー賞金王歴代最多「10」 
• バードントロフィー最多受賞「9」 
• バイロン・ネルソン賞最多受賞「9」 
• マスターズ最大打差「12」（1997年） 
• マスターズ最年少優勝「21歳104日」 
• 全米オープン最大打差「15」（2000年） 
• オープン選手権最大打差「8」（2000年） 
• 23年ぶりのオープン選手権2連覇 
• 18年ぶりの全米オープン・オープン選手権同年優勝 
• PGA選手権を複数回2連覇 
• ワールドゴルフランキング史上最大のカムバック (2017年の674位から

2019年に6位へ 
 



殿堂入りは未だだが・・・ 
2016-3-30規約改定で５０才以上となった為 



日本人の殿堂入りは４人 
樋口久子、青木功、岡本綾子、尾崎将司 



因みに尾崎将司は１１３勝して殿堂入り 

• 1972-2000に1,000回以
上ツアー参戦して１１２
勝 

• 海外ではニュージーラ
ンドで１勝のみ 

• メジャーには４４回参加
したが６位タイが最高で
全く勝てなかった 

 

• 完全な内弁慶！！ 



タイガーは最年長記録を作れるか 

、サム・スニード ツアー最年長 
52歳10カ月8日  １９６５年 

ジュリアス・ボロス―全米プロ 
４８才   １９６８年 



４３才タイガーはニクラウスを抜いたか？ 
 ジャック・ニクラウス １９８３年 
タイガー・ウッズ ２０１９年 

• ドライバー飛距離 

ニクラウス266.1ヤード（25位）タイガー299ヤード
（55位） 

• フェアウエイキープ率 

ニクラウス 67.83％ タイガー 62.99％ 

• パーオン率 

ニクラウス 69.16％（7位）タイガー 73.99％（1位） 

• 平均ラウンドスコア 

ニクラウス 70.88（5位） タイガー 69.77（11位） 



• ５歳テレビ出演 

https://pro-golfacademy.com/zatsugaku/8102/ 

 

• 1997タイガー初来日のスキンズマッチ 

https://www.youtube.com/watch?v=pYHVA7Sre6g 

 

・１４年振りのマスターズ優勝 

https://www.youtube.com/watch?v=_NulioyVbU0 

https://www.youtube.com/watch?v=pYHVA7Sre6g
https://www.youtube.com/watch?v=pYHVA7Sre6g

