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２） 基礎体力の向上
ルーティンメニューのチェック
・カップリングスキップ
・レッグスルー10ハーフ
・ハンドリングタイムアタック

　いくつか、目標を設けた練習を紹介しました。毎回計測します
ので、毎回記録更新できるようにしていきましょう。

■カップリングスキップ10ハーフ
Lv.１　拍手が2のリズム・スキップが1のリズム
Lv.２　拍手が1のリズム・スキップが2のリズム
Lv.３　拍手が「前・頭・お尻」のリズム・スキップが2のリズム
Lv.４　拍手が2のリズム・スキップが3のリズム
Lv.５　拍手が3のリズム・スキップが2のリズム
Lv.６　ボディサークル１回・スキップが１のリズム
Lv.７　ボディサークル２回・スキップが２のリズム
Lv.８　ボディサークル３回・スキップが２のリズム
Lv.９　ボディサークル２回・スキップが３のリズム
Ｌｖ.１０　拍手が１リズム→２リズム→３リズムでスキップが２のリ
ズム

■レッグスルー10ハーフ
★4人が新記録更新しました。（レベル１クリア）
失敗しそうになっても、すぐに諦めず粘って続けましょう。
レベル1：内側通し
レベル2：外側通し
レベル3：内側2回スキップ外側2回
レベル4：内側3回スキップ前足回し
レベル5：外側3回スキップ前足回し

■ハンドリングタイムアタック
　まずは全員が1分をきれることを目標にしていきます。
現在の最速タイムは1分3秒です。低学年の皆さんはボールに慣
れるための良い練習になると思いますので頑張って練習してく
ださい。

１．ボディサークル　右回し10回
２．ボディサークル　左回し10回
３．フットサークル　右足右回し10回
４．フットサークル　左足左回し10回
５．持ちかえ前後　20回
６．持ちかえクロス　20回
７．肩越し左右交互　10回
８．背面キャッチ・リターン　1回

　Practice Menu

　
ウォーミングアップ 　各自で順番ややり方はしっかりと覚えておきましょう。土曜日

は全体で練習を行うため低学年の皆さんも体操リーダーを担当
することになります。

■ダイナミックストレッチ
ボールつき
・スキップ
・ツイスティング
・ボディサークル
・フットサークル
・ランジ
※フリースローまで普通、センターラインまでレッグスルー
センターラインからダッシュ
・キャリオカ
・ボールをおいて、ジャンピングキャリオカ
・サイドスイング
・ヒップローテーション
・ストップ＆ダッシュ

■ドリブル鬼ごっこ
・しっぽとり鬼ごっこ
・こおり鬼ごっこ

■スクエアパス

■フリースロー2イン

　ここまでがウォーミングアップになります。ひとつ、ひとつの
ニューの間でダラダラしないように、移動は素早く、リーダーが率
先して声をだし取り組んで行きましょう。

基礎体力の向上（ルーティンメニューのチェック）

実戦的な練習を通してファンダメンタルを磨く

練習試合

日時情報 参加者情報 指導者情報 依頼者・チーム名 

指導のねらい 

 小学女子 18人 ■ 加賀屋 圭子 
■ 板垣 史子 
■ 板橋  勇斗 
 

第381～384回目指導 
3月2日、9日、16日、23日
（土） 
17:30～20:00 
 
3月24日（日） 



３）

４）

基礎体力の向上
ルーティンメニュー　part２
・連続ジャンプ
・クイックフット

■連続ジャンプ
　両足で連続ジャンプを行います。高さが違うハードルを使用し
て一度も止まらずに連続で10回跳べることができれば、ひとつ
上のレベルにチャレンジしていきます。
　両足ができるようになったり片足でもチャレンジしてみましょう。

■クイックフット
・両足
・片足(右、左)

　一歩の動きを速くするためのトレーニングです。ライン上を前
後にすばやく10往復し、終わったらすぐに左右に10往復し、この
合計20往復を10秒以内にできればクリアです。

トランジションゲーム ■トランジション
①ディフェンスからオフェンスへ切り替える
　ディフェンスからオフェンスへの素早い切り替えを行えば、人数
の多い5on5より、人数の少ない3on3、2on2などの状況で攻める
ことができます。

②オフェンスからディフェンスへ切り替える
・ハリーバック
　ハリーバックとは、オフェンスからディフェンスへの切り替えし
の原則です。
　試合中によく自分のマークマンを先につかまえようとするの
で、ボールをもっている選手はドリブルでゴールまで簡単に攻め
る事が出来てしまいます。まずは、一度リングまで戻ってから
ディフェンスをピックアップします。この戻りが遅いと簡単に得点
されてしまうのでチーム全員が理解できるようにならないといけ
ません。

ハリーバックの優先順位は3つあります。
①ゴール
②ボール
③マークマン
　この優先順位をしっかり守れていれば、試合で簡単に得点さ
れるケースが減ってきます。

基礎体力の向上
ルーティンメニューのチェック
・カップリングスキップ
・レッグスルー10ハーフ
・ハンドリングタイムアタック
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５） 実戦練習の中でファンダメンタ
ルを磨く
・リバウンド
・パッシング
・1on1
・スペーシング
・速攻

　実戦練習の中でファンダメンタルを磨いていきましょう！実戦
の中には、リバウンド、パッシング、1on1、スペーシング、速攻と
いう要素が含まれています。特別分解して練習していくのではな
く実戦を通して学んでいきましょう。

■リバウンド
・スクリーンアウト
　まずは近くのマークマンを捕まえてスクリーンアウトをします。
先にボールに反応してしまうとオフェンスの選手にとび込まれて
しまいます。
　お尻と背中で相手の動きをしっかりと抑えてからボールにとび
つきましょう。

■パッシング
・ボールのもらい方
　コートを広く見れるようにステップを踏みます。外側の足が1歩
目、内側の足を引くようにして2歩目をつきます。
・リップ
　ディフェンスの前をボールが通過するときが危険です。肘で
ディフェンスとの間にある空間を切り裂くイメージで行います。
　加賀屋コーチが話していた、ケーキをカットするイメージです！

■1on1
・チェンジオブペース
　チェンジ・オブ・ペースを使ってディフェンスをやっつけるときに
は、一歩のスピードが大事になります。自分にスピードがなくて
も、足の速い相手に対して緩急でやっつける。スピードの強弱の
幅が大きければ、その分ディフェンスは的が絞れなくなり守るの
が大変です。相手の逆を突くようなスピードの変化を覚えると簡
単に抜き去ることができます。

■スペーシング
・ビックトライアングル
　ボールマンを中心に大きな三角形を作ります。ボールを持って
いないプレイヤーは、ドライブに対して離れる動き、ネジの動きで
合わせます。
　ボールマンはシュートに行くか、ディフェンスを引きつけてパス
を出します。

■速攻
　ボールを奪ったらディフェンスが完全に戻りきる前に攻めましょ
う。勝負どころでは、リバウンドボール獲得後、インターセプト
後、ターンオーバー後がチャンスになります。
　ディフェンスが終わったらオフェンスがある事を忘れないでおき
ましょう。

トランジションゲーム ■トランジション
①ディフェンスからオフェンスへ切り替える
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　試合中によく自分のマークマンを先につかまえようとするの
で、ボールをもっている選手はドリブルでゴールまで簡単に攻め
る事が出来てしまいます。まずは、一度リングまで戻ってから
ディフェンスをピックアップします。この戻りが遅いと簡単に得点
されてしまうのでチーム全員が理解できるようにならないといけ
ません。

ハリーバックの優先順位は3つあります。
①ゴール
②ボール
③マークマン
　この優先順位をしっかり守れていれば、試合で簡単に得点さ
れるケースが減ってきます。



インデックスへ戻る

　６年生の皆さんお疲れ様でした。今年の代は人数が少ない中でも、いつも元気よく声をだしチームを
引っ張ってくれました。1年間を通して技術的にも成長しましたが、心の部分ではとても大きな成長を感
じれました。
　
　中学生になってからでも、ときどき、元気な姿を見せに来てくれると監督やコーチ達も嬉しいです。
　6年生の皆さん、1年間ご苦労さまでした。また、お会いしましょう。　　　　　板橋指導員

リンク

前回のレポートはこちら

実戦練習の中でファンダメンタ
ルを磨く
・リバウンド
・パッシング
・1on1
・スペーシング
・速攻

　実戦練習の中でファンダメンタルを磨いていきましょう！実戦
の中には、リバウンド、パッシング、1on1、スペーシング、速攻と
いう要素が含まれています。特別分解して練習していくのではな
く実戦を通して学んでいきましょう。

■リバウンド
・スクリーンアウト
　まずは近くのマークマンを捕まえてスクリーンアウトをします。
先にボールに反応してしまうとオフェンスの選手にとび込まれて
しまいます。
　お尻と背中で相手の動きをしっかりと抑えてからボールにとび
つきましょう。

■パッシング
・ボールのもらい方
　コートを広く見れるようにステップを踏みます。外側の足が1歩
目、内側の足を引くようにして2歩目をつきます。
・リップ
　ディフェンスの前をボールが通過するときが危険です。肘で
ディフェンスとの間にある空間を切り裂くイメージで行います。
　加賀屋コーチが話していた、ケーキをカットするイメージです！

■1on1
・チェンジオブペース
　チェンジ・オブ・ペースを使ってディフェンスをやっつけるときに
は、一歩のスピードが大事になります。自分にスピードがなくて
も、足の速い相手に対して緩急でやっつける。スピードの強弱の
幅が大きければ、その分ディフェンスは的が絞れなくなり守るの
が大変です。相手の逆を突くようなスピードの変化を覚えると簡
単に抜き去ることができます。

■スペーシング
・ビックトライアングル
　ボールマンを中心に大きな三角形を作ります。ボールを持って
いないプレイヤーは、ドライブに対して離れる動き、ネジの動きで
合わせます。
　ボールマンはシュートに行くか、ディフェンスを引きつけてパス
を出します。

■速攻
　ボールを奪ったらディフェンスが完全に戻りきる前に攻めましょ
う。勝負どころでは、リバウンドボール獲得後、インターセプト
後、ターンオーバー後がチャンスになります。
　ディフェンスが終わったらオフェンスがある事を忘れないでおき
ましょう。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
http://basketballtutor.com/practice_report/2012/Fivel Club Sat/Fivel_Club_Sat-367.pdf
http://basketballtutor.com/

