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１)

２） チェンジ・オブ・ペース
・スタッターステップ
・スキップモーション
（板橋コーチ）

■チェンジ・オブ・ペース
　ディフェンスを抜き去るコツとして、スピードに緩急をつける
（チェンジ・オブ・ペース）練習を行いました。

　いつも８０～１００のスピードでプレーする選手はディフェンスも
予測しやすく上手く守られてしまうケースが多くあります。

　スピードが遅い選手でも、70のスピードを 0～70 にされるとス
ピードの変化の幅を大きく感じることになるので、ディフェンスは
的が絞れず守りにくくなります。その加速感がドリブルの縦の変
化では大事なポイントになります。
　
　遅くする時は極端に遅くして、そこから突然スピードをあげま
しょう。スピードの変化の幅の大きさがディフェンスを翻弄させま
す。

　　ディフェンスがスピードをあげたらやめる、デイフェンスがや
めたらスピードをあげる。というように常にディフェンスの逆をとり
ます。

●スタッターステップ（フットファイヤ―）
　スタッターステップはステップの長さでディフェンスとのタイミン
グをずらします。
　Lドリブルでタメをつくった後は、とにかく足を速く動かしましょ
う。足を速く動かすことで、“ここだッ”というタイミングで足が素早
く出せるようになります。

●スキップ（ギャロップ）
　ドリブルの動作からスキップで空中に浮き、着地した瞬間に加
速してディフェンスを抜き去るテクニックです。スキップの大きさ
を変えることで着地のタイミングを遅らせ、ディフェンスに予測さ
れないようにします。

　Practice Menu

ドリブルファンダメンタル
（板橋コーチ）

　ドリブルの基本となる手の動かし方を練習しました。

　レベルの高いドリブルを目指していくうえで、ボールを見ないで
強くつくことはとても重要なポイントになります。
　
＜Lドリブル＞
　英語のLの字を描くようにしてドリブルをつきます。ドリブルをつ
いた後は手を後ろに引くようにして、下から上へと上がってくる
ボールを引きます。引いた時にできるタメがポイントです。手首
が返ってしまうとダブルドリブルになってしまうので気をつけま
しょう。

＜内側→外側＞
　ボールを内側から外側に手をこねるようにしてつきます。大きく
動かしても小さく動かしても、ボールを触っている時間を長くして
コントロールできるようになりましょう。

＜外側→内側＞
　逆もやりました。ボールを外側から内側に手をこねるようにして
つきます。普段のドリブルではあまり使わない動きになりますか
ら、意識的に練習しないと、この動きはできるようになりません。
動き作りのひとつとして取り組んでもらいました。

チェンジ・オブ・ペース

ターンの基本を身につける

1on1のレベルアップ

日時情報 参加者情報 指導者情報 依頼者・チーム名 

第195、196、197、198 

回目指導 

2月7、14、21、28日（木） 

PM7：30～PM9：30 

指導のねらい 

中学生女子    15名 

中学生男子    25名 

■ 板橋 勇斗 

■ 三澤 貴紀 
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３）

４）

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
（三澤コーチ）

■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。

ドリブルパンチ
・1on2
（板橋コーチ）

　ディフェンスがダブルチームを仕掛けて来たときに、それを突
破するためのオフェンス練習とディフェンスの技術向上を目的と
して練習しました。

　リバウンドからボールを獲得したプレーヤーに対して素早く
寄ってプレッシャーを掛けます。抜かれないようにしながら2人目
のディフェンスと共に、サイドライン側に追い込むようにして、自
分からアクションを起こしてボールマンプレッシャーを徹底しま
す。
　オフェンスはサイドライン側に追い込まれないように、ディフェ
ンスの間を積極的にわって、ミドルエリアを中心にドライブを仕掛
けましょう。

チェンジ・オブ・ペース
・スタッターステップ
・スキップモーション
（板橋コーチ）

■チェンジ・オブ・ペース
　ディフェンスを抜き去るコツとして、スピードに緩急をつける
（チェンジ・オブ・ペース）練習を行いました。

　いつも８０～１００のスピードでプレーする選手はディフェンスも
予測しやすく上手く守られてしまうケースが多くあります。

　スピードが遅い選手でも、70のスピードを 0～70 にされるとス
ピードの変化の幅を大きく感じることになるので、ディフェンスは
的が絞れず守りにくくなります。その加速感がドリブルの縦の変
化では大事なポイントになります。
　
　遅くする時は極端に遅くして、そこから突然スピードをあげま
しょう。スピードの変化の幅の大きさがディフェンスを翻弄させま
す。

　　ディフェンスがスピードをあげたらやめる、デイフェンスがや
めたらスピードをあげる。というように常にディフェンスの逆をとり
ます。

●スタッターステップ（フットファイヤ―）
　スタッターステップはステップの長さでディフェンスとのタイミン
グをずらします。
　Lドリブルでタメをつくった後は、とにかく足を速く動かしましょ
う。足を速く動かすことで、“ここだッ”というタイミングで足が素早
く出せるようになります。

●スキップ（ギャロップ）
　ドリブルの動作からスキップで空中に浮き、着地した瞬間に加
速してディフェンスを抜き去るテクニックです。スキップの大きさ
を変えることで着地のタイミングを遅らせ、ディフェンスに予測さ
れないようにします。

チェンジ・オブ・ディレクション
・Vドリブル
・コーストトゥコースト
・ボディフェイク
（板橋コーチ）

■Vドリブル
　まず最初にVドリブルという練習を紹介しました。サイドライン
からサイドラインまで、サイドキックとフロントチェンジを同じリズ
ムで繰り返していくドリルです。サイドキックの方がすばやく行え
るはずなので、そのスピードに合わせてフロントチェンジを繰り
返すことで、切り返しのハンドリング力を高めることができます。

■コースト トゥ コースト
　次に、コースト トゥ コーストという大きなフロントチェンジの抜き
技を練習しました。肘を伸ばしてボールを遠くにキープし、そこか
ら突然フロントチェンジに入ります。チェンジオブペースの要領
で、大きく貯めた状態から突然フロントチェンジに入ることがポイ
ントです。
　切り返した後は、逆の腕が横に伸び切るくらい大きくボールを
切り返しましょう！

■ボディフェイク
　ボディフェイクは、ボールはそのままで肩とステップで逆にいく
ように見せかけるテクニックです。コースト トゥ コーストのような
抜き技を使った後にはとても効果的です。フロントチェンジをしか
けると見せかけて、そのまま抜いていきます。
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６）

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
（三澤コーチ）

■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。

スピードドリブル
・リトリートドリブル
（三澤コーチ）

　スピードをつけたドリブル練習です。
　ディフェンスが前にいない時はスピードドリブルで一気に行きま
しょう。
　ドリブルは腰と肩の間でつきます。
　ドリブルをついている5本の指先が正面を向くようにすると前で
つけますよ。

■スピードドリブル～レイアップ
　エンドラインから逆側のリングまでドリブル4つ以内にシュートを
うちましょう。
　ドリブルが肩より高く上がるとミスの原因になってしまうので気
を付けましょう。1回のドリブルで出来る限り前に行けるようにし
てシュートを決めてきましょう。
　ゴール下のシュートは当たり前に決められるようにします。
　外すことが当たり前になると、いつになっても上達しません
よ。

■リトリートドリブル
　ディフェンスをつけて1on1練習を行いました。
　ディフェンスを抜けるなと思った時は一気にスピードドリブルで
抜き去りましょう。
　ディフェンスが反応したら下がるようにフロントチェンジしましょ
う。
　身体をディフェンスと垂直になるようにしてください、
　そのままできる限り後ろへフロントチェンジしながら下がりま
す。
　できる人はインサイドアウトやフローティングにチャレンジして
みましょう。

　下がっても反応してきたらディフェンスがいない方へターンしま
す。
　ディフェンスが背中側にいた場合は、ダブルチェンジやステッ
プスル―で行きましょう。お腹側にいた場合は、ロールターン、
レッグスルー、ビハインドでかわすことができますよ。

http://basketballtutor.com/


７）

８）

リンク

前回のレポートはこちら

インデックスへ戻る

ゲーム
（三澤コーチ）

　激しくディフェンスをする、リバウンドに行く、ルーズボールにい
くなど当たり前の質を少しずつ上げていきましょう。
　今月のテーマがドリブルですが、激しいディフェンスがあっては
じめてドリブルがうまくなります。
　そんなことも考えながらゲームしていきましょう。

　日ごろやっていないことでも、教室のような場所で練習するこ
とで、やったことないことができるようになるものですよ。
　是非、たくさんチャレンジしてみてください。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

＜板橋コーチ＞
　今月は、縦の変化で相手を翻弄する、がテーマになります。
　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、そのぶん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。また、スピードを変
えるときのきっかけとなるテクニックも紹介しました。実戦でも是非試してみてください。

＜三澤コーチ＞
　低学年カテゴリーもドリブルがテーマです。
　スピードがついた状態を練習していきました。慣れていないせいか、始めのうちはドリブルがどこかに
行ってしまう選手が多かったですが、徐々に下がれるくらいにまで駆け引きできてきましたね。
　試合では速攻の場面や、ボール運びの時にスピードドリブルを使用します。実際の試合で使えるよう
に各自練習を積んでいきましょう。

フィニッシュバリエーション
・ユーロステップ
（三澤コーチ）

　チャレンジメニューでシュート練習をしていきました。
　ディフェンスをジグザグにレイアップステップを踏んでシュート
に行く方法です。
　ポイントは一歩目でディフェンスにぶつかる、もしくは2歩目で
ディフェンスにぶつかりましょう。
　外側に逃げるようにシュートをいく時は、オーバーハンドで
シュートに行けるようにしましょう。

スピードドリブル
・リトリートドリブル
（三澤コーチ）

　スピードをつけたドリブル練習です。
　ディフェンスが前にいない時はスピードドリブルで一気に行きま
しょう。
　ドリブルは腰と肩の間でつきます。
　ドリブルをついている5本の指先が正面を向くようにすると前で
つけますよ。

■スピードドリブル～レイアップ
　エンドラインから逆側のリングまでドリブル4つ以内にシュートを
うちましょう。
　ドリブルが肩より高く上がるとミスの原因になってしまうので気
を付けましょう。1回のドリブルで出来る限り前に行けるようにし
てシュートを決めてきましょう。
　ゴール下のシュートは当たり前に決められるようにします。
　外すことが当たり前になると、いつになっても上達しません
よ。

■リトリートドリブル
　ディフェンスをつけて1on1練習を行いました。
　ディフェンスを抜けるなと思った時は一気にスピードドリブルで
抜き去りましょう。
　ディフェンスが反応したら下がるようにフロントチェンジしましょ
う。
　身体をディフェンスと垂直になるようにしてください、
　そのままできる限り後ろへフロントチェンジしながら下がりま
す。
　できる人はインサイドアウトやフローティングにチャレンジして
みましょう。

　下がっても反応してきたらディフェンスがいない方へターンしま
す。
　ディフェンスが背中側にいた場合は、ダブルチェンジやステッ
プスル―で行きましょう。お腹側にいた場合は、ロールターン、
レッグスルー、ビハインドでかわすことができますよ。

http://basketballtutor.com/practice_report/2013/Fivel_Club_Thu/Fivel_Club_Thu-194.pdf
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