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ミッドランド（ミシガン州）は、何故、アメリカの「ベストテニスタウン」
に選ばれたのか？
マイク・ウッディ（ｶｰﾃﾞｨｵﾃﾆｽ USA ﾅｼｮﾅﾙｽﾋﾟｰｶｰﾁｰﾑ）
・ ミッドランドでテニスは何故ポピュラーなのか？
テニスは、ミッドランド（ミシガン州）では非常にポピュラーなスポ
ーツです。ミッドランド市の人口約 40,000 人のうち、10,000 人以上の
人がテニスをしており（人口の 1/4 以上がテニスをしている）、テニス
を新たに始める人も年々増加しています。ミッドランドにはテニスが
できる施設がたくさんあり、テニスは市民にとって気軽にできるスポ
ーツです。
ミッドランドでは、青少年にとってもテニスは非常に身近なスポーツです。中学・高校を通じてテニスが体育の授
業として取り入れられているので、全校生徒がテニスが出来る環境にあるのです。又、テニスセンターは、コンペ
ティティブ・ジュニア（トーナメントで試合に勝つためのレッスン）
、USTA（アメリカテニス協会）主催のトーナ
メントのためのトレーニングプログラム、クイックスタートテニス（4 歳～10 歳の子供向けプログラム）の 3 つの
子供向けプログラムがあり、このような通常レッスンとは違った「新しいテニスプログラム」は子供達にとても人
気があります。
2009 年には、テニスセンターとパートナーシップを組んでいるミシガン州ハーバート高校が、男子・女子共に州対
抗選手権で優勝するという離れ業を見せてくれました。大学では、ノースウッド大学のティンバーウルブス校が優
勝しており、男子及び女子部門の全米ランキングでも上位にランクさ
れています。ミッドランドでは、ジュニアだけでなく、一般成人向け
にも様々な種類のテニスプログラムがあります。ミッドランドにある
テニスセンターには、年齢別、レベル別にレッスンを提供しており、
350 人以上のプレーヤーが参加するミシガン州で最大のクラブリーグ
戦があります。このような大規模で画期的なテニスプログラムがある
という事が、ミッドランドでテニスが成功している理由の一つです。
又、カーディオテニスは、画期的なプログラムの 1 例で、音楽、テニ
ス、エクササイズをブレンドしたエネルギッシュで楽しい、ミッドラ
ンド市民に欠かせないポピュラーなプログラムになっています。
1

ミッドランドでは、数多くのテニスイベントが開催されており、それにより人々がテニスに接する機会が増え、
テニスがポピュラーなスポーツになる要因になっています。例えば「東レ・ダウコーニングテニスクラシック」
という USTA 主催のテニスイベント（約 15,000 人動員、8 日間開催）がミッドランドのテニスセンターで開催
されますが、賞金 1,000 万円はツアーの中でも最大のもので、8 日間という開催期間は、USTA 主催のツアーの
中で最も長いものです。
グランドスラムシングルス・チャンピオンであるマリア・シャラポワ、アナスタシァ・ミスキーナ、マリー・ピ
アース、ジャスティン・エネンは、ミッドランドで開催される女子プロテニスのイベントに出場しました。
更にテニスセンターでは、20 以上のジュニア、学生、一般向けトーナメント、学生選手権及び市、州対抗の選手
権を開催しています。このようにたくさんのテニスイベントが開催されているので、ミッドランドはテニスの本
拠地とも呼ばれています。

・ 多くの人の努力とサポートが、テニスの普及拡大を促進
パートナーシップやスポンサーシップは、テニスの草の根活動において非常に重要なものです。東レ・ダウコー
ニング株式会社とザ・ダウ・ケミカル・カンパニーは、ミッドランドでのテニスの成功に不可欠です。彼らのサ
ポートが、ミッドランドでのテニスの普及促進に多大な貢献をしているのです。実際、ミッドランドコミュニテ
ィーテニスセンターは、ダウ・ケミカル・カンパニーからの寄付によって設立されました。
ミッドランドには、テニスに対するユニークで独特なスピリッツ
があります。
テニスセンター、学校、テニスコーチが支援しているものに、Play
To Win (PTW)があります。PTW は、ミッドランド独自のテニスプ
ログラムで、テニスの楽しさ、試合に勝つ楽しさを伝えるものです。
ミッドランドが、USTA、USPTA、TIA（アメリカテニス事業協会）、
PTR から数々のテニスに関する賞を受賞できたことはとても幸運
な事です。これらの賞はテニスセンターがテニスの発展のために努
力してきたことが認められたという事です。ミッドランドでテニスがポピュラーになったのは、多くの人の努力
とテニスに対する熱意があったからです。
ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーのポール・オレフィスの様なエグゼクティブのサポートもあり、テニスはミ
ッドランドで次第に普及してきました。彼は、テニスセンターの設立に多大な寄付をし、それによりミッドラ
ンドの人々にとってテニスはとても身近なスポーツになったのです。
又、彼らのサポートにより、テニスが学校の体育の授業として
取り入れられ、数々のスペシャルイベントやトーナメントも開
催されるようになりました。1974 年には、32 面のテニスコー
トを持つミッドランドコミュニティーテニスセンターが設立さ
れ、4,500 人以上のプレーヤーに様々なテニスプログラムやサ
ービスを提供できるようになりました。
このようにミッドランドにはテニスが気軽できる環境とテニス
が大好きな何千ものプレーヤーの熱意があったので、アメリカ
の「ベストテニスタウン」のコンテストへエントリーする事に
なったのです。
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・ 「ベストテニスタウン」に選ばれるためには…
『ベストテニスタウン』を選ぶ USTA 主催のコンテストの選考基準は、その都市が「どんなテニス施設を持っ
ているか」、「テニス普及のためにどんな取り組みをしているか」で、テニスに対する熱意やテニスの為に行っ
ていることを示した５分以内に編集したビデオを提出しなければなりません。最後に 10 都市が最終候補として
残り、オンラインによる投票で最終的に決まります。
56 都市がこのコンテストにエントリーしました。ミッドランド（ミシガン州）は、この 56 都市の 1 つです。
優勝者には、テニスプログラム開発、施設の建設費用として、1,000 万円の賞金を授与され、2 等は 500 万円、
3 等は 250 万円です。
出場者には、その都市にずば抜けて多いテニス人口が多いことを証明しなければなりません。ミッドランドに
は、この事を証明できるデータがたくさんあります。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

人口 40,000 人の都市に 10,000 人のテニスプレーヤーがいる。
テニスセンターでは年間 4,500 人がプレーしている。
トーナメントやスペシャルイベントなど、年間 23 のテニスイベントが開催される。
テニスセンターには、2,700 人のメンバーがいる。
10 校でテニスが体育の授業として取り入れられている。
学校、企業など最前線で活躍するトップリーダーから、6 通の推薦状。
東レ・ダウ・コーニング株式会社主催のプロフェッショナルなテニストーナメント開催。
ダウ・コーニング・テニスクラシックには 72 のスポンサー
全米でもトップクラスの大学テニスチーム
TIA、USTA、PTR、USPTA などの協会との繋がり

・ コンテストのキャンペーン開始！
ミッドランドは晴れて全米トップ１０に選ばれました。そして
テニスセンターはミッドランドが「ベストテニスタウン」に選
ばれるためのキャンペーン戦略を立て、PTW（Play To Win）
こそが、テニスを気軽に誰でも出来るポピュラーなスポーツに
するために作られたミットランドのオリジナル・テニスプログラムだという事をキャンペーンに反映させなけ
ればならないという結論に達しました。
キャンペーン戦略は以下の通りです。
・外資系企業（インターナショナルカンパニー）が、他国にいる社員にミッドランドに投票してくれるよう
にメールを送る。
・ 何千のプレーヤー、テニスコーチ、1989 年以来
のザ・ダウ・コーニング・テニスクラシックの出
場者にメールでミッドランドに投票してくれる
ようにメールを送る。
・ 「ベストテニスタウン」に興味があり、何とか賞
を受賞したいと思っているミッドランド市民に
メールを送る。
・ テニスセンターで 7 日間、24 時間のテニスマラ
ソンを開催し、「全国的なコンテスト」として広
告宣伝する。一般市民は、オールナイトでプレー
しているので、宣伝効果は大です。
・ 何千もの「投票しよう！」と書かれたキャンペー
ンバッチ及び T シャツを配る。
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・ 「ミッドランド」に投票してくれるように、12 の都市にキャンペーンに行く。
・ ミッドウエストで唯一最終選考に残っている都市であることを、メディアを通じて報道する。
・ Facebook、Twitter、ユーチューブなど、ソーシャルメディアを通じて、ミッドランドに投票してくれる
ように伝える。
・ 地域での様々なコミュニティーを通じて、一般市民、サービス、地域又はプロフェッショナル団体に投票
してくれるように呼び掛ける。
キャンペーンの結果は…驚くべきことに、48 州、156 都市、日本を含む 18 カ国から投票がありました。テニ
スという素晴らしいスポーツと Play To Win というミッドウエストのオリジナルのテニスプログラムへの、熱
意、様々な趣向を凝らしたキャンペーンにより、「ベストテニスタウン」のコンテストを順調に勝ち進んでい
きました。

・ コンテストの授与式へＧＯ！
キャンペーンの成果もあって、ミッドランドが最終選考の 3 都市
に選ばれ、ミッドランドの多くの支援者がバスに乗って、ニュー
ヨークで開催される、アメリカの「ベストテニスタウン」の最終
選考会及び授与式に行くことになりました。
授与式は、US オープン開催中、アウター・アッシュコートで行
われました。USTA による発表は…何とミッドランドが「ベスト
テニスタウン」に選ばれました！そして 1,000 万円の賞金を授与
されました。オハイ、カリフォルニア州が 2 等で 500 万の賞金、
インデペンデンス、カンザス州が 3 等で賞金 250 万円です。
優勝賞金 1,000 万円は、ミッドランドでのテニス発展のために、
以下の事に使いました。
1）ミッドランドにある学校に 8,500 人分のテニス用具を提供。
2）中学校でのテニスプログラムとコーチの派遣―500 人に影響
3）車いすのテニスプログラムの提供―50 人のプレーヤー/年に影響
4）公営テニスコートを修繕し、クイックテニスコートの設置
―100 人に影響
5）夏の間、一般市民に対し、無料テニスレッスンの提供―100 に影響
6）校庭にクイックスタートテニスを設置―近所の子供達がクイック
スタートテニスが出来るようになる。

マイク（右から 4 人目）は 2007 年 10 月に来日し、熱意ある講演
及びカーディオテニス・デモンストレーションを披露しました。

ミットランドは、晴れて全米で初の「ベストテニスタウン」の称号を与
えられ、来年もこのコンテストにおいて優勝するという意欲に湧いてい
ます。
「ベストテニスタウン」受賞により、ミッドランドは今、活気づいてい
ます。全米から賞賛されたこの賞を誇りに、これからもテニス普及のた
めに努力していきたいと思います。テニスセンターでは、現在、アウト
ドアコートを持つテニス
総合施設を建てる計画を
立てています。我々ミッド
ランド市民は、テニス発展
のためにかける情熱を誇
りに思います。ミッドラン
ドは、アメリカの「ベスト
テニスタウン！！」
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マイク・ウッディ
カーディオテニス USA
ナショナルスピーカーチーム
チーフ・インストラクター

ミッドランド・コミュニティテニスセ
ンターのエクゼクティブ・ディレクタ
ー。USPTA/USPTR のインストラク
ター資格取得。USTA のコーチのトレ
ーナー。USPTA と USTA の役員とし
て、地域のテニス事業の活性化に貢献
し、様々な賞を受賞。TIA のナショナ
ル・スピーカーのリーダー的存在とし
て、カーディオテニスの普及に努め
る。

