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２） コントロールドリブル
（板橋コーチ）

■コントロールドリブル
　コントロールドリブルは、ディフェンスに接近して守られたときに
体の真横でボールをコントロールしながらドリブルを続けます。

　ドリブル中は、いつでも、方向を変えたり、スピードを変えた
り、ストップをしたりできるような姿勢を保ちます。

　スピードドリブルとコントロールドリブル、いずれもボールを見
ずにコート全体を見渡したうえでボールをコントロールできるよう
になることを目指していきます。最終的には非利き手も利き手と
同じくらレベルアップを目指していきましょう。

　Practice Menu

スピードドリブル
（板橋コーチ）

　ドリブルは大別すると、スピードドリブルとコントロールドリブル
の2つに分類されます。

■スピードドリブル
　スピードドリブルは、ファストブレイク時などのディフェンスがフ
リーの状態でゴールに向かって速くドライブする時に使います。

①ボールを前に突き出す
　ボールは前方に押し出すようにして突き出します。そのボール
を追いかけることでスピードが生まれてきます。練習ではファー
ルラインからドリブルの回数を少なく設定して行いました。
　
②腰から肩の高さでコントロール
　スピードが増す分、ボールにも勢いがつき床からの跳ね返りが
強くなります。手のひらでボールをしっかりと抑えて突きましょう。
それだけボールハンドリング能力が必要になってきます。

③手の使い方
　左右両方の手でドリブルができるようになりましょう。とくに非利
き手になるとスピードが遅く感じます。ディフェンスの守り方に
よって、ドリブルする方の手がかわってくるので、左右両方の手
でドリブルができるように練習してください。

スピードドリブルとコントロールドリブルを使い分ける

ターンの基本を身につける

1on1のレベルアップ
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３）

４） トランジションゲーム
・2on1
（板橋コーチ）

■2on1
　2on1の判断練習です。ボールを持っている選手はエルボーで
判断し、ディフェンスが来なければ自らシュートを狙います。ディ
フェンスが来れば、味方にパスを出します。

＜攻め方＞
2on1の攻め方は3つのパターンが基本になります。

①ボールマンにディフェンスが近づいてきたときは、ボールを
持っている選手はもう1人のプレーヤーにパスをします。

②ボールを持っていないプレーヤーにディフェンスがついている
ときは、ボールマンはドライブしてレイアップシュートを打ちます。

③ディフェンスが下がって守っていたときは、ジャンプシュートを
打ちます。

④逆サイドを走るプレーヤーは、最後オフェンスリバウンドに跳
び込みましょう。

＜守り方＞
①ハリーバック
　オフェンスよりも先に戻りゴールを守ります。

②2人のオフェンスを見るように守る
　片方のオフェンスだけに絞ってしまうと、もう片方のオフェンス
に簡単に攻められてしまうので、両方見える位置で守るようにし
ましょう。

③オフェンスリバウンドに跳び込むプレーヤーに対し一度ぶつか
り動きを止めましょう。

ターンの基本
・フロントチェンジ
・ロールターン
・ビハインド
（板橋コーチ）

ターンの基本で大切なポイントは・・・
①ボールを取られない
②相手を抜く

■フロントチェンジ
・自分の身体の近くを通す
・ヒザの下を通す
・地面を蹴る位置
・足の向きと加速

　フロントチェンジはディフェンスの前をボールが通過するため取
られないうように強くついて素早く移動させましょう。ボールを切
り替えす高さは、ひざより下で低くつきます。ディフェンスはひざ
の位置で構えているので、ひざの下を低くつくことでカットされに
くくなります。

　ステップワークはひざをたたんで母子球で床を蹴ります。たた
んでいる方のひざを曲げておくことでチェンジした後の加速が速
くなります。

■ロールターン
・まず首を回す
・足は最短距離
・頭の高さを一定にする（バランス）
・逆の手に持ち替える

　ロールターンは、視野を一度失うため速くターンをして視野を
確保します。速くターンをするためのポイントは重心を低くするこ
とです。進行方向に顔を向けておくことで、より速くターンをする
ことができます。

　ターンした後は、すぐに逆の手にボールを持ち替えましょう。そ
のままだとディフェンスに近い方の手でドリブルすることになって
しまうのでボールを取られる可能性がでてきてしまいます。

■ビハインド
・使うタイミング
・抜いた後にボールをつく位置

　ビハインド・ザ・バックは浮かさずにつきます。後ろにいく手が
反対側のお尻をたたくイメージで、ボールを身体の横に移動させ
ます。手首の向きが横に向いてしまうとボールも横に飛んでいっ
てしまうので、手首は下を向くようにしましょう。ビハインド・ザ・
バックが使えるようになると安全に切り替えしがができるように
なります。



５） ルーティーンワーク
・両足タップ
・マイカンドリル
・レッグスルー10
（板橋コーチ）

■両足タップ
　両足で壁にタップしてください。
　二重跳びの感覚で膝を曲げずに跳んでください。

1.両手キャッチ10回
2.片手キャッチ10回
3.交互キャッチ10回

　この順番で
1.スタンディング
2.前後ジャンプ
3.左右ジャンプ
4.斜めジャンプ
と練習していきます。
　出来たら次のレベルになります。空中でボールを操作すること
になれましょう。

■マイカンドリル
　ゴール下でシュートを決めるドリルです。
　レイバックシュートを左右交互に打ちます。

　シュートを打った手と同じ足が高く上がるように打ちましょう。
常にリングに当てないように打つことで繊細なコントロールが身
に付きますよ。
　特に逆手が苦手な選手が多いので意識して練習しましょう。

■レッグスルー10
　レッグスルーをひたすら行います。
　レベル10まであるので頑張りましょう。

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
レベル6：利き腕片手
レベル7：逆腕片手
レベル8：利き腕片手3回スキップ前足回し
レベル9：逆腕片手3回スキップ前足回し
レベル10：両手逆さ外側通し

　難しいドリブルにチャレンジしてドリブル操作を覚えましょう。
　男子はレベル5、女子はレベル3は全員行きましょうね。

トランジションゲーム
・2on1
（板橋コーチ）

■2on1
　2on1の判断練習です。ボールを持っている選手はエルボーで
判断し、ディフェンスが来なければ自らシュートを狙います。ディ
フェンスが来れば、味方にパスを出します。

＜攻め方＞
2on1の攻め方は3つのパターンが基本になります。

①ボールマンにディフェンスが近づいてきたときは、ボールを
持っている選手はもう1人のプレーヤーにパスをします。

②ボールを持っていないプレーヤーにディフェンスがついている
ときは、ボールマンはドライブしてレイアップシュートを打ちます。

③ディフェンスが下がって守っていたときは、ジャンプシュートを
打ちます。

④逆サイドを走るプレーヤーは、最後オフェンスリバウンドに跳
び込みましょう。

＜守り方＞
①ハリーバック
　オフェンスよりも先に戻りゴールを守ります。

②2人のオフェンスを見るように守る
　片方のオフェンスだけに絞ってしまうと、もう片方のオフェンス
に簡単に攻められてしまうので、両方見える位置で守るようにし
ましょう。

③オフェンスリバウンドに跳び込むプレーヤーに対し一度ぶつか
り動きを止めましょう。



6）

7）

8） ゲーム
（三澤コーチ）

　真剣に楽しくゲームを行いましょう。
　ただし楽しくなりすぎてふざけるのはいけません。
　自分たちでバスケットが上手くなりたいという気持ちをコートで
出してください。

　ボールを持っている人はスピードドリブルやコントロールドリブ
ルを使いながら、ディフェンスと駆け引きを練習しましょう。
　持っていない人はスペースを取るためにボールから離れてく
ださい。
　なんとなく近づいてしまう選手がとても多いです。

　そのようなボールを持っていない個人戦術も覚えていきましょ
うね。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

＜板橋コーチ＞
　今月のテーマはドリブルの基本になります。ディフェンスの守り方に応じてスピードドリブルとコント
ロールドリブルの使い分けが必要です。とくにコントロールドリブルでは、判断が悪いとディフェンスに
ボールを奪われてしまいます。そこで、ターンの基本も紹介しました。すでに習得している選手も、レベ
ルアップをはかるために、出来る技術を、より速く・より強く・より正確にできるように練習していきましょ
う。

＜三澤コーチ＞
　低学年カテゴリーもドリブルがテーマです。またゴール付近のシュートも一緒に練習していきました。
　冬で部活の時間が少なくてもこういう場所を使ってたくさん身体を動かしてください。
　ドリブルは試合で一番多く使うフロントチェンジを練習していきました。足さばきや身体の使い方を思
い出しながら練習してみてくださいね。

1on1ドリル
・インフルエンス
（三澤コーチ）

　インフルエンスという勝ち抜き1on1をオールコート、ハーフコー
トで行いました。
　試合と同じ状況なので、リバウンドやルーズボール、ディフェン
スを激しく行ってください。
　そうすることで練習したことが試合でできるようになりますよ。

　目標は3連勝です。
　体力的にきつくてもシュートは必ず決めてきましょうね。

ルーティーンワーク
・両足タップ
・マイカンドリル
・レッグスルー10
（板橋コーチ）

■両足タップ
　両足で壁にタップしてください。
　二重跳びの感覚で膝を曲げずに跳んでください。

1.両手キャッチ10回
2.片手キャッチ10回
3.交互キャッチ10回

　この順番で
1.スタンディング
2.前後ジャンプ
3.左右ジャンプ
4.斜めジャンプ
と練習していきます。
　出来たら次のレベルになります。空中でボールを操作すること
になれましょう。

■マイカンドリル
　ゴール下でシュートを決めるドリルです。
　レイバックシュートを左右交互に打ちます。

　シュートを打った手と同じ足が高く上がるように打ちましょう。
常にリングに当てないように打つことで繊細なコントロールが身
に付きますよ。
　特に逆手が苦手な選手が多いので意識して練習しましょう。

■レッグスルー10
　レッグスルーをひたすら行います。
　レベル10まであるので頑張りましょう。

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
レベル6：利き腕片手
レベル7：逆腕片手
レベル8：利き腕片手3回スキップ前足回し
レベル9：逆腕片手3回スキップ前足回し
レベル10：両手逆さ外側通し

　難しいドリブルにチャレンジしてドリブル操作を覚えましょう。
　男子はレベル5、女子はレベル3は全員行きましょうね。

フロントチェンジドリル
・シンプルクロスオーバー
・キラークロスオーバー
（三澤コーチ）

　ドリブル練習は常に強く突きましょう。
　うまくやろうとする強さでは良いドリブルにはなりません。
　練習中に失敗してしまうくらい強いドリブルを意識しましょうね。

■シンプルクロスオーバー
　切り返すドリブルになります。ドリブルは横で強く付きましょう。
　切り返すときは必ず行きたい方向の足からステップを出してく
ださい。
　出来る人は逆側にステップを入れてから（アタックステップ）ドラ
イブできるようになりましょう。

　上半身は肘と膝をタッチしてからフロントチェンジを行うとより
効果的です。

■キラークロスオーバー
　切り返す前にクロスステップを大きく素早く踏んでからフロント
チェンジを行います。
　ディフェンスがついてこれないくらい大きくステップを踏んでくだ
さい。
　切り返すときはシンプルクロスオーバーと同じですよ。

　もしフロントチェンジした時に、ディフェンスが引いていたらもう
一度フロントチェンジを下がるように入れてみましょう。
　そういうディフェンスとの駆け引きも大事ですよ。



リンク

前回のレポートはこちら

インデックスへ戻る

＜板橋コーチ＞
　今月のテーマはドリブルの基本になります。ディフェンスの守り方に応じてスピードドリブルとコント
ロールドリブルの使い分けが必要です。とくにコントロールドリブルでは、判断が悪いとディフェンスに
ボールを奪われてしまいます。そこで、ターンの基本も紹介しました。すでに習得している選手も、レベ
ルアップをはかるために、出来る技術を、より速く・より強く・より正確にできるように練習していきましょ
う。

＜三澤コーチ＞
　低学年カテゴリーもドリブルがテーマです。またゴール付近のシュートも一緒に練習していきました。
　冬で部活の時間が少なくてもこういう場所を使ってたくさん身体を動かしてください。
　ドリブルは試合で一番多く使うフロントチェンジを練習していきました。足さばきや身体の使い方を思
い出しながら練習してみてくださいね。
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