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１)

２） リトリートドリブル
（板橋コーチ）

■下がるドリブルの必要性
　下がるドリブルを使うときは、強力なディフェンスのプレッ
シャー、組織的なディフェンスから逃れるときに使います。
　普段、ディフェンスは進んでくる相手に対して守る練習をする
ので、下がるドリブルに対してはあまり訓練されていません。下
がるドリブル（リトリートドリブル）を身に付けることでボールを失
うケースが減ってきます。

■スキルポイント
＜下がる時の姿勢と構え＞
　身体の向きは半身で構えディフェンスからボールを遠ざけま
す。位置関係はディフェンス-自分の身体-ボールになります。
　身体は半身でも視野は全体（リング）を見て、仲間の位置や
ディフェンスを把握できるようにしておきましょう。プレッシャーが
ある分パスのチャンスが生まれます。

＜下がる時のステップと手の使い方＞
　ドリブルするときの手の使い方は、ボールを内側からこねるよ
うにして突きます。（インサイドアウトドリブル）
　　ディフェンスに近い方の手はプロテクトハンドでディフェンスか
らのアクションを回避します。
　後ろに下がるときのステップは、1、2歩で1、2ｍは下がれるくら
い大きく動きます。

■下がった後のテクニック
・ストレート
・フロントチェンジ
・ロールターン
・ビハインドザバック

　Practice Menu

ドリブルファンダメンタル
（板橋コーチ）

■ドリブルファンダメンタル
＜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、ボールを持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。

　最初慣れない動きであれば確認しながら練習し、レベルの高
いドリブルを目指していくうえでは、ボールを見ないで強くつくこと
はとても重要です。練習中からボールを見ない習慣を心掛けて
いきましょう。

■レッグスルー10
　みなさんにひとつチャレンジしてもらいました。このドリルはハ
ンドリング力、ドリブル力アップにお勧めです。是非、チャレンジ
してみてください。また「心」の部分でも高めていくことができま
す。

　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

縦の変化、横の変化

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199、200、201回目指

導 

3月14、21、28日（木） 

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 



３）

４） 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）

*前回の復習
■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。
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■下がるドリブルの必要性
　下がるドリブルを使うときは、強力なディフェンスのプレッ
シャー、組織的なディフェンスから逃れるときに使います。
　普段、ディフェンスは進んでくる相手に対して守る練習をする
ので、下がるドリブルに対してはあまり訓練されていません。下
がるドリブル（リトリートドリブル）を身に付けることでボールを失
うケースが減ってきます。

■スキルポイント
＜下がる時の姿勢と構え＞
　身体の向きは半身で構えディフェンスからボールを遠ざけま
す。位置関係はディフェンス-自分の身体-ボールになります。
　身体は半身でも視野は全体（リング）を見て、仲間の位置や
ディフェンスを把握できるようにしておきましょう。プレッシャーが
ある分パスのチャンスが生まれます。

＜下がる時のステップと手の使い方＞
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チェンジ・オブ・ディレクション
・スキップステップ
・スタッターステップ
・ヘジテーション
（板橋コーチ）

■チェンジオブペースのテクニック
＜スキップステップ＞
　スキップステップは踏み切った足で着地し、いきなり加速しま
す。小さなスキップや大きなスキップでスピードの緩急をつけディ
フェンスとのタイミングをずらしましょう。

＜スタッターステップ＞
　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、“ここだっ”というタイミングで足が素早
く出せるようになります。

＜ヘジテーション＞
　ヘジテーションは、一瞬止まる振りをしてディフェンスが止まっ
た瞬間にいきなり加速します。
　スピードの変化の幅が大きければ大きいほど効果的です。0～
100のイメージで加速できると良いですね。



５） 横の変化
・フローティング
・アタックステップ

　ドリブル1on1を練習していきました。
　今回のテーマは横にずらしてからの仕掛けです。

■フローティング
　一回のドリブルで横にずれてから仕掛けます。
　ボールの北半球をなぞるようにボール操作をできるようになる
ことが目標です。
　横に移動する時のドリブルは
1.フロントチェンジ
2.インサイドアウト
３.フローティングドリブル
で移動しましょう。
　まずはできるレベルからチャレンジしてくださいね。

　体の向きはおへそがリングを向きながら移動します。
　足はディフェンスステップのようにステップステップしましょう。
　ハーキーくらい細かく動かすとさらに良いですよ。

■アタックステップ
　ずらした後のステップを紹介しました。
　ドリブル時のパワーポジションを維持できるようにしましょう。
　ドリブルしている方の足が少し前に出ている姿勢です。
　前に進むときは、後ろの足で強く地面を蹴飛ばして進んでくだ
さい。

　もしディフェンスに反応されてしまったらドリブルを止めずに切
り返しましょう。
1.ディフェンスが離れていたらフロントチェンジ
2.ディフェンスが近ければロールターン
3.スティールに来たらビハインド

　レッグスルーを使うことも効果的です。
　ハンドリング練習にもなるので試してみましょう。

　練習をするときに、ドリルをこなすのではなく試合と同じ状態で
行いましょう。
　特に技の練習をしている時は、間合いや駆け引きがとても大
事になります。
　そのためにディフェンスを見て判断できるようにしましょう。
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6）

7）

インデックスへ戻る

＜板橋コーチ＞
　今月もチェンジオブペースの復習をしました。チェンジオブペースはスピードに変化をつけて相手の様
子を見て判断するので、ドリブルのスピードの高さ、リズムの変化の強弱がポイントになります。また、
重心の移動も重要になってきます。とくに、今回紹介したスキルはディフェンスのリズムを崩すのにとて
も有効なものです。たくさん練習して身に付けてほいです。
　そして3年生の皆さん お疲れさまでした。  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。また、お会いしましょう。
　
＜三澤コーチ＞
　今月もドリブルがテーマでした。基本的なドリブルのスキルが上達していっていますよ。
特にドリブルの強さが変わったかなと感じています。前を向いてドリブルできるくらいに成長していきま
しょう。
来月から学年が上がり後輩を持つことになると思います。見てきた存在から見られる存在に変わること
を自覚して、練習の取り組み方を見直していきましょう。
来月も楽しみにしていますよ。

リンク

前回のレポートはこちら

ゲーム・1on1大会
（三澤コーチ）

　最後はお楽しみゲームで1on1大会を行いました。
　最下位からスタートだったのにもかかわらず3年生が1位にな
れましたね。
　それぐらい1on1にこだわって練習した方が、1回の練習での成
長が大きくなりますよ。

　そういう先輩の後姿をみて、良いところは後輩たちもマネして
いきましょうね。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

横の変化
・フローティング
・アタックステップ

　ドリブル1on1を練習していきました。
　今回のテーマは横にずらしてからの仕掛けです。

■フローティング
　一回のドリブルで横にずれてから仕掛けます。
　ボールの北半球をなぞるようにボール操作をできるようになる
ことが目標です。
　横に移動する時のドリブルは
1.フロントチェンジ
2.インサイドアウト
３.フローティングドリブル
で移動しましょう。
　まずはできるレベルからチャレンジしてくださいね。

　体の向きはおへそがリングを向きながら移動します。
　足はディフェンスステップのようにステップステップしましょう。
　ハーキーくらい細かく動かすとさらに良いですよ。

■アタックステップ
　ずらした後のステップを紹介しました。
　ドリブル時のパワーポジションを維持できるようにしましょう。
　ドリブルしている方の足が少し前に出ている姿勢です。
　前に進むときは、後ろの足で強く地面を蹴飛ばして進んでくだ
さい。

　もしディフェンスに反応されてしまったらドリブルを止めずに切
り返しましょう。
1.ディフェンスが離れていたらフロントチェンジ
2.ディフェンスが近ければロールターン
3.スティールに来たらビハインド

　レッグスルーを使うことも効果的です。
　ハンドリング練習にもなるので試してみましょう。

　練習をするときに、ドリルをこなすのではなく試合と同じ状態で
行いましょう。
　特に技の練習をしている時は、間合いや駆け引きがとても大
事になります。
　そのためにディフェンスを見て判断できるようにしましょう。

キャッチ＆ドライブ
・オンサイドドライブ
・クロスオーバードライブ

■オンサイドドライブ
　ボールを持っている状態からのドライブを練習していきました。
　オンサイドドライブはディフェンスとの距離が近い時にとても有
効です。
　ドライブするときは、肘と膝が当たるような姿勢になります。肩
がディフェンスの腰にぶつかるとよいです。
　突き出すときは、手にしわを作っておき前に大きくドリブルをし
ましょう。
　トラベリングにならないように低い姿勢で膝よりもボールが上
がらないように注意してください。

■クロスオーバードライブ
　ディフェンスに背中を向けた状態からのドライブです。
　ステップが地面についたのと同時にドリブルをつきます。
　1歩のスタンスが大きくなるようにすることがポイントです。

http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
http://basketballtutor.com/practice_report/2013/Fivel_Club_Thu/Fivel_Club_Thu-198.pdf
http://basketballtutor.com/

