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ウォーミングアップ
・ダイナミックストレッチ
・スタビライゼーション
（板橋コーチ）

■ダイナミックストレッチ
①関節の可動域を広げる
　骨と骨をつないでいる関節は、その周囲についている筋肉が
伸びたり、縮んだりすることによって、はじめていろんな方向に
動くことが出来ます。しかし、筋肉の伸び、縮みが悪くなると関節
の可動域も制限されてしまいます。関節周りの筋肉を柔軟にす
ることで、関節周りの動きがスムーズになってきます。

②筋温の上昇
　ウォーミングアップのストレッチでは、体温や筋肉の温度を上
昇させ、筋肉の柔軟性を良くし、各関節の可動域を高めることが
できます。体の柔軟性が高まることで動きをスムーズにします。

■スタビライゼーション（ボールあり）
・フロント　×3set　　15sec
・サイド　　×3set　　15sec
・スパイン ×3set　　15sec

　腕や脚に凄い筋肉があり柔軟性に優れていても、体幹の弱い
選手は動きに繋がっていきません。そのため筋力をつけることと
同時に、身体の使い方の練習も行っていきましょう。動きの向上
はもちろんケガの予防にも繋がります。

■クールダウン
　必要な身体のケアをおろそかにしたり、痛めている部分を我慢
して無理に練習を続けたりすれば、いずれは練習すらできない
身体になってしまいます。
 　一生懸命に練習し、ストレッチや睡眠、食事などの身体のケア
にも意識を高くし、全力で練習を続けることが出来る身体を作る
こと、体調を整えることにも全力を尽くしていくことが必要です。

オフェンスの一連の流れ
（板橋コーチ）

＜オフェンスの一連の流れ＞
１）ファストブレイク
（2on1や3on2で攻めるチャンスがあれば、攻めます）
　　　　　↓
２）セカンダリーブレイク
（4on3や5on4で攻めれるのであれば、攻めます）
　　　　　↓
３）エントリー
（ウイング、ハイポスト）
　　　　　↓
４）リバウンドポジション
（トライアングルポジション、ロングリバウンダー、セーフティー）
　　　　　↓
５）リバウンドに飛び込む

　オフェンスの一連の流れをまとめましたので確認してください。
チームとして組織的な練習は赤字で書いてあるところを練習して
います。

　現段階としては、ハーフコートオフェンスの原理・原則の習得で
す。ハーフコートオフェンスを題材にして個人の能力アップを目
指します。

ファーストブレイクの確認

トリプルスレットの徹底

ハーフコートオフェンスの原理・原則
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3） ハーフコートオフェンス
・エントリー（ウィング、ハイポ
スト）

①ファストブレイク
②セカンダリーブレイク
③エントリー（ウィング、ハイポスト）
④リバウンドポジション

①ファストブレイク
　まずは、ファストブレイクでチャンスを狙います。ボールを獲得
した後は素早く広がってから走り出しましょう。失敗を恐れずに
縦パスをどんどん狙っていき、片手でパスがしっかりと出せるよ
うに練習してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
②セカンダリーブレイク
　ファストブレイクで攻めきれなくても、すぐにセットするのではな
くセカンダリーブレイクで次のチャンスを見つけましょう。
　トレーラーになる選手は、ミドルライン上を走り、エルボーに跳
び込んでパスを受けましょう。
　
　最後のトレーラーはローポストで面をとるのでインサイドにボー
ルを入れます。ローポストにボールが入った場合は、ガードポジ
ションのプレーヤーがバックカットを狙います。パスが出せなけ
れば、カットしたエリアにスペースができるのでゴールにアタック
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
③エントリ－（ウィング、ハイポスト）
　現在は、エントリーに入れる練習を行っています。セカンダリー
ブレイクからエントリーに移行する時に大事なことは、全員がポ
ジションに移動し（2ガード、2フォアード、1センター）、セットして
から攻めることがポイントです。セットせずに攻めてしまうと、ス
ペースがうまく取れず攻めにくくなります。

　とくに1年生はポジションが悪いまま攻めるので、スペースが悪
く、簡単にディフェンスに守られてしまいます。プレーヤー同士で
合わせても上手くいきません。正しいポジションに、一度セットし
てからエントリーしましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
④リバウンドポジション
・トライアングルリバウンドポジション
　まずボールが落ちやすい台形の中でポジションを取ります。左
右のローポスト2ヶ所とトライアングルの頂点（フリースローレー
ンとリングの間）をうめてトライアングルポジションを作ります。

・ロングリバウンダー
　3ポイントラインとフリースローラインの間でポジションを取り、リ
ングから遠くに弾かれたボールをリバウンドします。

・セーフティー
　セーフティーは相手のゴール下へのパスを阻止します。特に、
ゴールに直結するようなロングパスを通させないようにしてゴー
ルを守ります。
　またアウトレットパスからの長い縦パスが出されてしまうと、簡
単にオフェンスが有利な状況になってしまうので、ショット後は素
早くポジションをうめてオフェンスを待ち構えるようにします。

オフェンスの一連の流れ
（板橋コーチ）

＜オフェンスの一連の流れ＞
１）ファストブレイク
（2on1や3on2で攻めるチャンスがあれば、攻めます）
　　　　　↓
２）セカンダリーブレイク
（4on3や5on4で攻めれるのであれば、攻めます）
　　　　　↓
３）エントリー
（ウイング、ハイポスト）
　　　　　↓
４）リバウンドポジション
（トライアングルポジション、ロングリバウンダー、セーフティー）
　　　　　↓
５）リバウンドに飛び込む

　オフェンスの一連の流れをまとめましたので確認してください。
チームとして組織的な練習は赤字で書いてあるところを練習して
います。

　現段階としては、ハーフコートオフェンスの原理・原則の習得で
す。ハーフコートオフェンスを題材にして個人の能力アップを目
指します。



4）

5）

6） ゲーム
（谷口コーチ）

●ファーストブレーク
　リバウンドを取ったら、2on1、3on2を作れるようにします。その
ためにはできるだけ速くボールを運ばないといけません。ドリブ
ルではなくパスで繋ぐことを優先して下さい。また、縦にパスがど
んどん繋ぎましょう。

●セカンダリーブレーク
　セカンダリーブレークの時はトレーラーの動きが大事になりま
す。トレーラーはエルボーに合わせて下さい。3ポイントの外側や
ローポストで合わせるやり方もあります。この活動ではエルボー
で合わせるパターンの採用しています。タイミングよく合わせま
しょう。

●ハーフコートオフェンス
　セットすることで、オフェンスがリングから広がるため、ディフェ
ンスも広がって守らないといけません。そうすると、オフェンスは
台形の中の確率の高いエリアから攻めることができます。
　セットしたあとは、1回インサイドにボールを入れましょう。確率
の高いエリアから攻めるのがセオリーですからね。ここも徹底し
て下さい。

ハーフコートオフェンスpart1
・チームオフェンスの原則
（谷口コーチ）

＜チームオフェンスの原則＞
①インサイドアウト
②左右にサイドチェンジ
③スペーシング
④ポジショニング
　
　チームオフェンスの原則を理解しないと、ハーフコートオフェン
スでうまく攻めることができません。①については攻める最初の
段階で大事になります。まずはインサイドにボールを入れること
です。インサイドとはローポストとハイポストです。ここにボール
を入れることが大事です。ローポスト、ハイポストにボールが入
るためには、ウィングプレーヤーにボールが渡らないといけませ
ん。ウィングプレーヤーはディフェンスを振り切ってボールを受け
て下さい。ここにボールが来ないことには、エントリーできませ
ん。
　②についてはボールサイドでパスが2回～3回行われてもチャ
ンスがなければ、ボールをヘルプサイドに展開して攻めます。
ボールを展開することによって、ディフェンスはポジショニングの
移動を行わなくてはいけず、ズレができて攻めやすくなります。

ハーフコートオフェンスpart2
・プリンストンオフェンス
（谷口コーチ）

●プリンストオフェンスから学ぶ
１．ボールをもらえなければ、バックカットで抜ける
２．オフボールマンの合わせ
３．インサイドのパス技術
４．シュートレンジを広げる⇒3Pシュートが届くこと
５．パス&ランの合わせ
　
１：基本パターンを使って、ディフェンスに応じて使いわけられる
ことがゴールです。特にレシーバーはボールがもらえなければ、
バックカットでボールを受けましょう。パスがもらえなくて、その場
に止まっているとが一番よくないです。なぜなら、本人だけでなく
他のプレーヤーもチャンスをなくしてしまうからです。

４：このオフェンスはアウトサイドのプレーヤーは3ポイントの外側
にポジショニングを取ります。アウトサイドの合わせも基本的に
は3ポイントの外側で合わせます。そのため、3ポイント付近から
シュートが届かないといけませんし、ある程度の確率で入るよう
にならないといけません。
　なぜなら、外のシュートがないと、ディフェンスは下がってゴー
ル近辺を守ってしまうからです。日頃から意識してシュート練習
すれば入るようになると思います。頑張って練習して下さい。ここ
のクラブチームだけでなく、部活から練習して下さい。

ハーフコートオフェンス
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スト）
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した後は素早く広がってから走り出しましょう。失敗を恐れずに
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ジションに移動し（2ガード、2フォアード、1センター）、セットして
から攻めることがポイントです。セットせずに攻めてしまうと、ス
ペースがうまく取れず攻めにくくなります。

　とくに1年生はポジションが悪いまま攻めるので、スペースが悪
く、簡単にディフェンスに守られてしまいます。プレーヤー同士で
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インデックスへ戻る

＜谷口コーチ＞
　今回の練習では引き続きモーションオフェンスを行っています。まずはモーションオフェンスの基本パ
ターンをしっかり頭の中に入れて下さい。ここまでできている選手は多かったと思います。次のステップ
としては基本パターンを活用して、ディフェンスに応じてプレーを選択することです。プレーの優先順位
は練習中に説明していると思います。少しずつ、選択ができています。引き続き頑張っていきましょう。
　練習全体にいえることですが、しっかり考えて練習することです。コーチがなぜこの練習は行っている
のか？を絶えず考えて下さい。ここができるようになるとコーチが説明する量が減って、君たちがプレー
する時間が増えます。そうすると君たちの成長するスピードが上がります。

＜板橋コーチ＞
　今月からハーフコートオフェンをテーマにして、バスケットボールの原理・原則を理解・習得しながら個
人のレベルアップを目指していきます。
　その中で1年生の皆さんには、まずは意識を切らさないことです。練習中やゲーム中に疲れてくると、
なんとなくプレーしてしまうことがほとんどです。オフェンスの時は、シュート、ドリブル、パスの判断を
しっかり行いましょう。自分は何をやるべきなのかを絶えず考えてプレーするようにしましょう。

リンク

前回のレポートはこちら

ゲーム
（谷口コーチ）

●ファーストブレーク
　リバウンドを取ったら、2on1、3on2を作れるようにします。その
ためにはできるだけ速くボールを運ばないといけません。ドリブ
ルではなくパスで繋ぐことを優先して下さい。また、縦にパスがど
んどん繋ぎましょう。

●セカンダリーブレーク
　セカンダリーブレークの時はトレーラーの動きが大事になりま
す。トレーラーはエルボーに合わせて下さい。3ポイントの外側や
ローポストで合わせるやり方もあります。この活動ではエルボー
で合わせるパターンの採用しています。タイミングよく合わせま
しょう。

●ハーフコートオフェンス
　セットすることで、オフェンスがリングから広がるため、ディフェ
ンスも広がって守らないといけません。そうすると、オフェンスは
台形の中の確率の高いエリアから攻めることができます。
　セットしたあとは、1回インサイドにボールを入れましょう。確率
の高いエリアから攻めるのがセオリーですからね。ここも徹底し
て下さい。

　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/2013/Fivel_Club_Wed/Fivel_Club_Wed-262.pdf
http://basketballtutor.com/

