
★

★

★

Key Point !

１)

２）

　

エリア3でのテクニック
レイアップバリエーション

　今回の1on1スキルはエリア3(フリースローラインよりゴール側)
でのテクニック、エリア2(フリースローラインと3Pラインの間のエ
リア)でのテクニック、エリア1(3Pラインより外側)でのテクニックを
それぞれ練習しました。レイアップの種類を増やす練習をしまし
た。

　この練習はエリア3、つまりフィニッシュ部分の練習です。

　普段みなさんが行っているのはアンダーハンドレイアップで
す。これはスピードに乗っていても勢いを殺せ、柔らかいシュート
が打てる代わりに、ブロックされやすいシュートです。その欠点を
補うために、上からシュートするオーバーハンドレイアップとでき
るだけディフェンスから離れた、横から打つフックレイアップを練
習しました。どちらもボールを持つときは両手で、力強くプレイす
ることがポイントです。どのテクニックでもシュートを決められるよ
うに練習しましょう！

ビッグトライアングルオフェンス

　Practice Menu

ウォーミングアップ
　・リアクション鬼ごっこ
　・ダイナミックストレッチ

　アイスブレーキングを兼ねて行いました。

■リアクション鬼ごっこ
　ジャンケンの勝ち負けで鬼が決まる鬼ごっこをしました。すば
やく頭で判断して、行動にうつせる人がバスケットボールで動け
る人です。
　バスケットボールは体操や水泳と違って、ディフェンスとオフェ
ンスがせまいコートにいりまじっています。常に相手をみて、判
断して、プレーしますので、こういった鬼ごっこはとても重要で
す。

■ダイナミックストレッチ
　ダイナミックストレッチとは、動きながら行うストレッチのことで
す。
①体温を高める
②練習や試合で使う以上に関節の可動域を広げる
という目的があります。これはバスケットボールにおいて、技術
やファンダメンタルを支える重要な要素を含んでいます。　その
ため正しい動きを理解し、パフォーマンス向上や、ケガの防止に
繋げていきましょう。リズムに乗って行うものは、リズムに乗りな
がらも大きく行うことに注意してできるとより効果的ですよ。

予測、状況判断が必要なスキルの育成

1on1スキルの習得

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 

小学生男子 30名 

小学生女子 30名 

        計 60名 

■ 鈴木 良和 

■ 岩井 貞憲 

■ 森 高大 

 

1月26日(土) 

13:30～16:30 

1月27日(日) 

9:30～12:30 

13:30～16:30 



３）

４）

５） スペックアップ(判断力アップ)

・フローターシュート

からレイアップ)

■判断ジャンプ
　4人組で円になり、手をつなぎます。コーチの声に反応して、声
を出しながらみんなでジャンプして移動するドリルです。
①コーチの指示した方向を言いながら、コーチの支持した方向
に飛ぶ
②コーチの指示した方向と逆の方向を言いながら、コーチの支
持した方向と逆の方向に飛ぶ
③コーチの指示した方向を言いながら、コーチの支持した方向と
逆の方向に飛ぶ
④コーチの指示した方向と逆の方向を言いながら、コーチの支
持した方向に飛ぶ
　数字が大きくなるほど難しくなります！徐々にでいいので、より
難しい課題を処理できるようになりましょう！

■コールネームパス
　6人組で、ボール2つ、1人が主役です。主役はパスする相手を
呼びながら、マシンガンパスの要領でどんどんパス交換をしま
す。何回パス交換できるかが勝負です！名前を呼ばなければカ
ウントしませんよ！
①方向の制限なし。とにかくどんどんパスをしましょう！
②パスが来た方と逆サイドに出さなければいけません
③脇役は五角形になります。パスを出した人と、その両隣の人
にはパスを出せません。
　数字が大きくなるほど難しくなります！処理能力を増やせるよ
う頑張りましょう！

■(予備練習)フローターシュート
　フローターとは高いアーチをかけて打つシュートのことです。
　このシュートができれば、ディフェンスにブロックされずにシュー
トを打つことができます。上がりきってからではなく、ジャンプしな
がら、早いタイミングで打ちます。また、手首は返しきらず、指先
が天井を向くような感じで打ちましょう。小学生のうちからぜひ学
んでおいてほしい技術です。

■(予備練習)コンタクトシュート
　ファールをもらいながら決めるシュートです。相手にぶつかった
あと、態勢を崩さずにシュートを打ちます。まずはぶつかることを
恐れず、逃げないことがポイントです。

■ヨーロピアンドリル(ウイングからのレイアップ)
　ディフェンスをみて素早く判断し、シュートまで持ち込むドリルで
す。両ウイングの部分に椅子をおき、ディフェンスが外側から回
ればオフェンスは椅子の内側へペネトレイトします。ディフェンス
がゴール下で待ち構えるシチュエーションになるので、フロー
ターシュートでゴールを狙いましょう。

　ディフェンスが内側を回れば、オフェンスは外側からぺネトレイ
トです。ディフェンスの方が後からゴールにつくはずなので、ディ
フェンスにコンタクトしながらシュートを決め、バスケットカウント
にしましょう。

　まずは素早く判断できることが大切です。そのためには、常に
逆サイドを見るようにしなければいけません。素早く判断し、プ
レーできるように練習しましょう。

■ジュベントゥシューティング
　両ウイングとトップポジションからシュートを行います。通常の
対面シュートでは負荷が低い場合に行うと効果的です。トップは
片方のウイングからシュートをもらいシュート、パスを出したウイ
ングは逆のウイングからパスをもらいシュート、またパスをだした
ウイングはVカットをしてトップからパスをもらい、キャッチ後すぐ
にワンドリブルしてシュートというふうに、どんどんシュートを打っ
ていきます。
　レベルが上がってきたら、ディフェンスをつけてやるのも効果的
です。

　シュートする箇所が増える分、判断が早くないと十分にポイント
を意識して練習できません。処理能力を高め、基礎的なポイント
を抑えながら練習できるようにしましょう！

エリア1でのテクニック
クロスオーバー

　エリア1でのテクニック(抜くテクニック)として、キラークロスオー
バーを練習しました。ボールを左右に大きくスイングしてドライブ
にいくテクニックです。肘を伸ばした状態から肘を伸ばした状態
へ行うことで、ボールを左右に大きく動かすことができ、その結
果ディフェンスに対してゴールライン（インライン）をズラすことが
できます。

　仕掛ける前に、ボールとステップをフロート（浮かす）させます。
スピードのタメを作り、チェンジオブペースのリズムを作るだけで
ディフェンスにタイミングを読まれづらくなります。そのままボー
ルが左右に一気に加速するようしてチェンジを行います。ボール
が先に先行するようにすると効果的です！

　シンプルな動きですが、大きく、速く行うことで強力な武器にな
ります！

エリア2でのテクニック
フロントチェンジ

　エリア2でのテクニックとして、相手がドライブコースに入ってき
た時にフロントチェンジを行う練習をしました。相手が止めに来
たとき、フロントチェンジを行うだけのスペースがあれば、フロン
トチェンジで一気にゴールに向かいましょう！ディフェンスが止め
に来た時にすぐチェンジ出来ることが大切です！

エリア3でのテクニック
レイアップバリエーション

　今回の1on1スキルはエリア3(フリースローラインよりゴール側)
でのテクニック、エリア2(フリースローラインと3Pラインの間のエ
リア)でのテクニック、エリア1(3Pラインより外側)でのテクニックを
それぞれ練習しました。レイアップの種類を増やす練習をしまし
た。

　この練習はエリア3、つまりフィニッシュ部分の練習です。

　普段みなさんが行っているのはアンダーハンドレイアップで
す。これはスピードに乗っていても勢いを殺せ、柔らかいシュート
が打てる代わりに、ブロックされやすいシュートです。その欠点を
補うために、上からシュートするオーバーハンドレイアップとでき
るだけディフェンスから離れた、横から打つフックレイアップを練
習しました。どちらもボールを持つときは両手で、力強くプレイす
ることがポイントです。どのテクニックでもシュートを決められるよ
うに練習しましょう！



６）

７）

2日目　1月27日　日曜日

ビッグトライアングルオフェンス
全体像紹介

　日曜日に行う、ビッグトライアングルオフェンスの導入を行いま
した。ボールを持っているプレイヤーから十分なスペースをとっ
て、1on1を邪魔しないようにしながら適切な判断で合わせを作り
攻めるオフェンスです。
　具体的には2ギャップ(パス2個分の距離)のスペースを空けるこ
とで、ドライブもしやすくなりますし、ヘルプが出てくるまで時間が
かかるため、判断するまでの時間がより長く取れます。1on1力と
判断力の向上が大切なミニバスに適したオフェンスです。

　まず基本的なポジションは2ガード(エルボーの延長線上2箇所)
とコーナー2箇所、ボールを持つガードと逆サイドのローポストで
す。

　ボールを持つガードと、ガードと同じサイドのコーナープレイ
ヤー、ローポストプレイヤーで大きな三角形を作ります。

　土曜日はスペースのつくり方だけ示し、5on5を行いました。

ウォーミングアップ ■ジャンケンボールはたき
　2人組みで行うゲームです。お互いに向き合って右手にボール
を乗せ、腕を前に伸ばします。そのままの状態で左手でじゃんけ
んです。勝った方は相手のボールをはたき落としますし、負けた
方は素早くボールを隠します。反応の速さを試すゲームですが、
集中力を高める効果もあります。

■クイックストップ色鬼
　最初にトリプルスレットポジションを確認しました。逃げる人は
コーチに指定された色のラインの上に、両足をのせて止まれた
らセーフです。
　ボールをこぼしたり、バランスを崩したらアウトです。ボールを
その場におき、鬼になります。鬼はラインに止まる前の人にタッ
チするか、止まれずにその場に置かれたボールを拾いましょ
う！鬼を交わしながら、ライン上にいい姿勢でとまれるようにしま
しょう！

スペックアップ(判断力アップ)

・フローターシュート

からレイアップ)

■判断ジャンプ
　4人組で円になり、手をつなぎます。コーチの声に反応して、声
を出しながらみんなでジャンプして移動するドリルです。
①コーチの指示した方向を言いながら、コーチの支持した方向
に飛ぶ
②コーチの指示した方向と逆の方向を言いながら、コーチの支
持した方向と逆の方向に飛ぶ
③コーチの指示した方向を言いながら、コーチの支持した方向と
逆の方向に飛ぶ
④コーチの指示した方向と逆の方向を言いながら、コーチの支
持した方向に飛ぶ
　数字が大きくなるほど難しくなります！徐々にでいいので、より
難しい課題を処理できるようになりましょう！

■コールネームパス
　6人組で、ボール2つ、1人が主役です。主役はパスする相手を
呼びながら、マシンガンパスの要領でどんどんパス交換をしま
す。何回パス交換できるかが勝負です！名前を呼ばなければカ
ウントしませんよ！
①方向の制限なし。とにかくどんどんパスをしましょう！
②パスが来た方と逆サイドに出さなければいけません
③脇役は五角形になります。パスを出した人と、その両隣の人
にはパスを出せません。
　数字が大きくなるほど難しくなります！処理能力を増やせるよ
う頑張りましょう！

■(予備練習)フローターシュート
　フローターとは高いアーチをかけて打つシュートのことです。
　このシュートができれば、ディフェンスにブロックされずにシュー
トを打つことができます。上がりきってからではなく、ジャンプしな
がら、早いタイミングで打ちます。また、手首は返しきらず、指先
が天井を向くような感じで打ちましょう。小学生のうちからぜひ学
んでおいてほしい技術です。

■(予備練習)コンタクトシュート
　ファールをもらいながら決めるシュートです。相手にぶつかった
あと、態勢を崩さずにシュートを打ちます。まずはぶつかることを
恐れず、逃げないことがポイントです。

■ヨーロピアンドリル(ウイングからのレイアップ)
　ディフェンスをみて素早く判断し、シュートまで持ち込むドリルで
す。両ウイングの部分に椅子をおき、ディフェンスが外側から回
ればオフェンスは椅子の内側へペネトレイトします。ディフェンス
がゴール下で待ち構えるシチュエーションになるので、フロー
ターシュートでゴールを狙いましょう。

　ディフェンスが内側を回れば、オフェンスは外側からぺネトレイ
トです。ディフェンスの方が後からゴールにつくはずなので、ディ
フェンスにコンタクトしながらシュートを決め、バスケットカウント
にしましょう。

　まずは素早く判断できることが大切です。そのためには、常に
逆サイドを見るようにしなければいけません。素早く判断し、プ
レーできるように練習しましょう。

■ジュベントゥシューティング
　両ウイングとトップポジションからシュートを行います。通常の
対面シュートでは負荷が低い場合に行うと効果的です。トップは
片方のウイングからシュートをもらいシュート、パスを出したウイ
ングは逆のウイングからパスをもらいシュート、またパスをだした
ウイングはVカットをしてトップからパスをもらい、キャッチ後すぐ
にワンドリブルしてシュートというふうに、どんどんシュートを打っ
ていきます。
　レベルが上がってきたら、ディフェンスをつけてやるのも効果的
です。

　シュートする箇所が増える分、判断が早くないと十分にポイント
を意識して練習できません。処理能力を高め、基礎的なポイント
を抑えながら練習できるようにしましょう！



８）

９）

10）

リアクションパス 　2人組で向かいあい、1人が1つボールを持ちます。リーダーが
チェストパスをしたら、もう1人はバウンズパス、リーダーがバウ
ンズパスをしたら、もう1人はチェストパスです。素早く反応できる
ように練習しましょう！

ガードとローポストの合わせ 　ビッグトライアングルオフェンスの中の、ガードと逆サイドの
ローポストの合わせの練習です。

　ローポストプレイヤーは、ガードが自分と逆側にドライブしたら2
人のディフェンスの間に入り、パスを受けられるようにします。パ
スを受けながらゴール下に移動し、イージーショットです。この動
きをTアップといいます。もしローポストのディフェンスがヘルプに
出てこなければ、ガードはそのままシュートです。

　ガードが自分と同じ方向に来たら、逆のローポストへ移動しな
がらチャンスを伺います。この時ローポストのディフェンスがヘル
プに出なければガードはそのままレイアップ、ヘルプに出れば
ローポストプレイヤーにパスをしてすぐにシュートです。

　ガードはエリア2までなら方向転換できます。そのため、ローポ
ストプレイヤーは早く動きすぎると、ガードが方向転換したときに
対応できません。ガードがエリア3に入ってくる段階で動き出すこ
とを徹底しましょう！

1on1テクニック
(男子)
エリア1：レッグスルードライブ
エリア2：ロールジャンプ
(女子)
エリア1：スキップドライブ
エリア2：ロールターン

(男子)
■エリア1：レッグスルードライブ
　レッグスルーで相手を抜く技術を練習しました。レッグスルーか
ら相手を抜くときに、足が前後になってしまうとうまく抜けませ
ん。相手を抜くときには足を斜めに開いて、ディフェンスとのズレ
を作りましょう。
　スピードレッグスルーとストップレッグスルーの2種類を練習し
ました。
　スピードレッグスルーではステップを踏みながら一気に加速し
ます。
　ストップレッグスルーではステップを踏んだ時に一度完全に静
止し、ディフェンスを止めてからドライブします。レッグスルーのテ
クニックに緩急をつけることでディフェンスはかなり守りづらくなり
ます。
　このレッグスルーを練習すると、タイミングのずらし方、ドリブル
から加速するタイミングなどがつかみやすくなるのでお勧めで
す。たくさん練習してくださいね！

■エリア2：ロールジャンプ
　ドライブ中にディフェンスがコースに入ってきたら、ロールで逆
側を抜きましょう。回転するときに、力強くキックし、ディフェンスと
大きくズレを作れるようにしましょう。
　この時に、ボールを持つタイミングが早いとトラベリングになっ
てしまうので注意してください。
　こういった実戦的な動きの中でも、シュートが確率良く決まるこ
とが重要です。「動きを速く」、「力強く」をレベルアップさせながら
も、正確さも高めていきましょう！

(女子)
■エリア1：スキップドライブ
　スキップを使って、ディフェンスとのずれをつくり、そこから加速
してドライブインします。
　ディフェンスがコースに入ってきたらフロントチェンジで切り返
し、コースが空いていたらそのまままっすぐ加速しましょう。
　スキップの間はディフェンスの状態をみて、ディフェンスが反応
できないほうへ加速するのがポイントです。

■エリア2：ロールターン
　ロールターンはバックターンとは違ってドリブルしてきた方の手
でボールをコントロールします。ハンドリングも大事なので、ハン
ドリングの練習をするとターンがもっと上手く出来るようになりま
す。ロールターンの使い所はディフェンスが自分の近くでコース
に入ってきた時です。その際に肩をセンサーにして回れるように
しましょう。

ウォーミングアップ ■ジャンケンボールはたき
　2人組みで行うゲームです。お互いに向き合って右手にボール
を乗せ、腕を前に伸ばします。そのままの状態で左手でじゃんけ
んです。勝った方は相手のボールをはたき落としますし、負けた
方は素早くボールを隠します。反応の速さを試すゲームですが、
集中力を高める効果もあります。

■クイックストップ色鬼
　最初にトリプルスレットポジションを確認しました。逃げる人は
コーチに指定された色のラインの上に、両足をのせて止まれた
らセーフです。
　ボールをこぼしたり、バランスを崩したらアウトです。ボールを
その場におき、鬼になります。鬼はラインに止まる前の人にタッ
チするか、止まれずにその場に置かれたボールを拾いましょ
う！鬼を交わしながら、ライン上にいい姿勢でとまれるようにしま
しょう！



11）

12） ガードとコーナーの合わせ 　ビッグトライアングルオフェンスでの、ガードとコーナーの合わ
せを練習しました。

■(予備練習)0カウントパス
　ドライブからコーナーにパスする手段として、0カウントパスを練
習しました。ポイントは0カウントという早いタイミングで出すこと
と、ボールを中心に持ってこないで、外側からそのまま出すこと
です。体の中心にボールをもってくると、ディフェンスの手にかか
る危険がある上にパスするまで時間が掛かり、良い事なしです。
正しく使えるように練習しましょう！ラテラルパスで出せるように
なるとより効果的ですよ！

■ガードとコーナーの合わせ
　コーナープレイヤーの合わせで大切なのは、「余計な動きをし
ない」ことです。コーナーでじっと待ち、ハンズレディーなどをして
シュートに備えましょう。ガードはコーナーからのヘルプがレイ
アップコースまで来なければレイアップシュート、レイアップコー
スまで入ってくれば0カウントパスでコーナーにパスします。この
とき、コーナーのディフェンスとボールがうまくカウンターの動き
になるようにすると、シューターが余裕を持ってシュートできます
よ。

　もしガードがエリア2で止まったときは、コーナープレイヤーは
ウイングまであがってボールをもらいます。ガードはコーナーへ
切れて、ボールをもらったコーナープレイヤーはミドル側へドライ
ブです。

コーディネーションレイアップ 　コーディネーション能力は７種類に分類されます。
①カップリング能力
②リズム感
③ディファレンシング能力
④アダプタビリティ（適応能力）
⑤オリエンテーション能力（空間把握能力）
⑥リアクション能力
⑦バランスです。
　これらの能力を磨くことで、運動神経系の高い学習能力が促さ
れ、スキルの習得がより速くなります。コーディネイションレイアッ
プでは、①カップリング能力②リズム感⑤オリエンテーション能
力（空間把握能力）⑦バランスに負荷をかけます。決して試合で
使うための練習ではないことに注意してください。皆さんなかな
か苦戦していたようなので、是非練習しておいてください！

１．ボールを回して
２．自分が回って
３．ボールを回して自分も回って
４．ビハインドパスから
５．ワンステップボール回し
６．ボールを回して股の下を通す
７．ボールを回して自分も回って股の下を通す

ガードとローポストの合わせ 　ビッグトライアングルオフェンスの中の、ガードと逆サイドの
ローポストの合わせの練習です。

　ローポストプレイヤーは、ガードが自分と逆側にドライブしたら2
人のディフェンスの間に入り、パスを受けられるようにします。パ
スを受けながらゴール下に移動し、イージーショットです。この動
きをTアップといいます。もしローポストのディフェンスがヘルプに
出てこなければ、ガードはそのままシュートです。

　ガードが自分と同じ方向に来たら、逆のローポストへ移動しな
がらチャンスを伺います。この時ローポストのディフェンスがヘル
プに出なければガードはそのままレイアップ、ヘルプに出れば
ローポストプレイヤーにパスをしてすぐにシュートです。

　ガードはエリア2までなら方向転換できます。そのため、ローポ
ストプレイヤーは早く動きすぎると、ガードが方向転換したときに
対応できません。ガードがエリア3に入ってくる段階で動き出すこ
とを徹底しましょう！
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15） 股関節トレーニング 　股関節のトレーニングを行いました。　負荷をかけながらスト
レッチを行うことで、股関節の動作改善につながります。1人でも
できるものばかりなので、是非取り組んでみてください！

1.手は前で組み、足を真横に大きく開いてキープ(きついと思うと
ころまで開いてキープする)つま先は倒しておく。10秒キープ
2.1の姿勢で体はまっすぐのまま、床と並行まで倒す。5回
3.1の姿勢から前に倒し、ひじを床につく。10秒キープ
4.3の姿勢から手を前にもっていく→手を体の真下まで戻す→再
4.3の姿勢から手を前にもっていく→手を体の真下まで戻す→再
び前にもっていく。5往復
5.つま先を真上に向け、足を大きく開く。手は組む。10秒
6.5の姿勢から手を前につき、どんどん前にもっていく(ひざ、骨
盤は床にぎりぎりつかない)→戻す。5往復
7.5の姿勢から体を右に向ける。右手は右足の外。回しきった時
左足(後ろ脚)はつま先立ち。→左→右を5往復
8.片足を前にだし、手を外側から回してつま先を触る。触りなが
ら肘をつく、
9.8の姿勢で股関節から大きく回す

　

スタビライぜーション 　スタビライゼーションを行う目的は体幹、身体の中心部分を鍛
えることです。また、体幹の筋肉が引き締まるだけでなく、骨格
のバランスが整う効果もあります。
　身体をまっすぐにして、体勢を維持出来るように頑張りましょ
う。ケガの防止やプレーの安定にも繋がりますよ。　バランス能
力を高めれば、バスケットでいろいろな良いプレーに繋がるの
で、意識してトレーニングしていきましょう！

■ノーマルプローン
　腕立て伏せの最初の姿勢でキープします。肩から踵まで体が
一直線になるように注意します。
　2セット目は指立て伏せの状態で行いましょう。

■ラテラル
　横向きで組体操の扇のような姿勢でキープします。鼻からへ
そ、両足の間まで一直線になるように注意します。
　2セット目は上の足を上げたり、下の足を前に出したりして刺激
を変えます。

■スパイン
　腕立ての逆の姿勢で膝を９０度に曲げて行います。上を向い
て、片方の足を上げてやりました。
　2セット目は最初と逆の足を上げます。

ガードとコーナーの合わせ 　ビッグトライアングルオフェンスでの、ガードとコーナーの合わ
せを練習しました。

■(予備練習)0カウントパス
　ドライブからコーナーにパスする手段として、0カウントパスを練
習しました。ポイントは0カウントという早いタイミングで出すこと
と、ボールを中心に持ってこないで、外側からそのまま出すこと
です。体の中心にボールをもってくると、ディフェンスの手にかか
る危険がある上にパスするまで時間が掛かり、良い事なしです。
正しく使えるように練習しましょう！ラテラルパスで出せるように
なるとより効果的ですよ！

■ガードとコーナーの合わせ
　コーナープレイヤーの合わせで大切なのは、「余計な動きをし
ない」ことです。コーナーでじっと待ち、ハンズレディーなどをして
シュートに備えましょう。ガードはコーナーからのヘルプがレイ
アップコースまで来なければレイアップシュート、レイアップコー
スまで入ってくれば0カウントパスでコーナーにパスします。この
とき、コーナーのディフェンスとボールがうまくカウンターの動き
になるようにすると、シューターが余裕を持ってシュートできます
よ。

　もしガードがエリア2で止まったときは、コーナープレイヤーは
ウイングまであがってボールをもらいます。ガードはコーナーへ
切れて、ボールをもらったコーナープレイヤーはミドル側へドライ
ブです。

ビッグトライアングル3on3 　ガード、コーナー、ローポストのビッグトライアングルで3on3を
行いました。ガードとローポスト、ガードとコーナーの合わせで
やった原則に基づいて、それぞれのプレイヤーが判断してプ
レーしましょう！
　まだ処理が追いつかず止まってしまう場面が目立ちましたが、
判断する練習をかさねることでかいぜんされます！がんばりま
しょう！
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ビッグトライアングル3on3 　この日整理したことを使って、ビッグトライアングルの3on3を
行ってもらいました。ガードはコーナー、ローポストのディフェンス
をみて適切に判断できるように練習しましょう！

ビッグトライアングルオフェンス
5人への展開

　最後に、5人でビッグトライアングルオフェンスを回すときの展
開の仕方をご紹介しました。

■ローポストプレイヤーは固定の時
　ガードが逆サイドのガードにパスしたときは、

ローポストへ移動

ナーのプレイヤーはガードポジションへ

■ローポストプレイヤーも外に出す場合
　ガードが逆サイドにパスをしたときは、

ングルのローポストへ

へ

ガードとウィングのパス&ラン 　相手がドライブを読んで下がったときは、ウイングエントリーを
使います。

　コーナーのプレイヤーがウィングでつなぎ、ボールサイドカット
をしたガードにパスを狙いましょう。
パスを狙えるタイミングは
①ディフェンスを通り過ぎる前
②ディフェンスを取りすぎた後
です！それらのタイミングを逃さないように、ボールを受けたコー
ナープレイヤーはパスも狙えるいい姿勢を取りましょう。
　①②両方のチャンスがダメだったときは、ガードがコーナーへ
切れて、コーナープレイヤーは広いスペースのあるミドル側へド
ライブします。

　またウイングでもらうときにディナイされてしまったときは、すぐ
にバックカットしチャンスを作りましょう。

股関節トレーニング 　股関節のトレーニングを行いました。　負荷をかけながらスト
レッチを行うことで、股関節の動作改善につながります。1人でも
できるものばかりなので、是非取り組んでみてください！

1.手は前で組み、足を真横に大きく開いてキープ(きついと思うと
ころまで開いてキープする)つま先は倒しておく。10秒キープ
2.1の姿勢で体はまっすぐのまま、床と並行まで倒す。5回
3.1の姿勢から前に倒し、ひじを床につく。10秒キープ
4.3の姿勢から手を前にもっていく→手を体の真下まで戻す→再
4.3の姿勢から手を前にもっていく→手を体の真下まで戻す→再
び前にもっていく。5往復
5.つま先を真上に向け、足を大きく開く。手は組む。10秒
6.5の姿勢から手を前につき、どんどん前にもっていく(ひざ、骨
盤は床にぎりぎりつかない)→戻す。5往復
7.5の姿勢から体を右に向ける。右手は右足の外。回しきった時
左足(後ろ脚)はつま先立ち。→左→右を5往復
8.片足を前にだし、手を外側から回してつま先を触る。触りなが
ら肘をつく、
9.8の姿勢で股関節から大きく回す

プロテクトアタック 　ディフェンスのプレッシャーがハーフアームの時に有効なテク
ニックです。
　身体とボールがリングに向いた状態がアドバンテージを取りや
すい状態になりますが、ディフェンスの状況に応じてはそれがで
きない場面もあります。

　プレッシャーをかけられた場合はディフェンスに背中を向け
ボールを守りながらリングにアタックをしていきます。この動きは
そのままへジテーションに使えます。リズムを意識して取り組む
と身に付けやすいですよ！

■アタックステップ
　進行方向の前足からアタックします。前足が着地した瞬間ス
ピードアップを行います。

■ステップバック→リバースステップ→クイックチェンジ
　アタックステップを行いディフェンスがオーバーディフェンスで
あった場合、ステップバックしてスペースを作ります。できたス
ペースにリバースステップ（足を引きながら）を行い、クイックチェ
ンジからゴールにアタックします。

(チャレンジメニュー)
■ステップバック→リバースステップ→Wチェンジ
　②と同じ動作過程になりますが、クイックチェンジにもディフェン
スが反応してきたらすぐにチェンジをプラスしてゴールにアタック
します。



リンク

前回のレポートはこちら

インデックスへ戻る

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

　今回は、予測と状況判断能力を高めるというテーマで様々な練習法をご紹介しました。最初に、46年
目の光という本を紹介しました。この本のエピソードをもとに、「見える」ということと「判断できる」という
ことは別途に捉えなければならないというのをご紹介させていただきました。

　つまり、顔を上げて視野を広く保つことを要求しているだけでは、状況判断能力は高まらないという事
です。判断するという事は、脳で情報を処理するという事です。目から入ってきた情報を処理できるよう
にならなければ、良い判断はできません。

　特に、高校や大学で使うような複雑なセットプレーに対応するためには、小学生のころから少しずつ脳
に負荷をかけていく必要があるのです。

　ファンダメンタルと1on1の練習だけを小学～中学とずっとやっていて、いきなり複雑な状況判断をしろ
と言われても、選手たちは対応することが出来ません。

　ヨーロッパのクラブで行われているような、徐々にシンプルな練習に処理の負荷を足していくような練
習が子ども達には求められています。

　少し工夫すれば判断できる練習、少しだけ難しい選ぶ練習を行っていくことで、子ども達の判断能力
は磨かれていくのです。

　後半は、ビッグトライアングルオフェンスという、子ども達におすすめのオフェンススペーシングを紹介
しました。1on1のまわりのスペースを広くすることで「個を伸ばす」機会を増やし、なおかつヘルプディ
フェンスも遠いところから出てくるので判断の負荷も小さいというメリットがあるオフェンスです。

　こちらは、相手がゾーンディフェンスでなければ、まだ技術的にも未熟で、判断の力も未熟な小学生
年代の選手育成には使いやすいスペーシングだと思います。

　単にドリルとしても使えますし、よければチームのオフェンスとしても活用して頂けたら幸いです。それ
では、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております！！鈴木良和

ビッグトライアングルオフェンス
5人への展開

　最後に、5人でビッグトライアングルオフェンスを回すときの展
開の仕方をご紹介しました。

■ローポストプレイヤーは固定の時
　ガードが逆サイドのガードにパスしたときは、

ローポストへ移動

ナーのプレイヤーはガードポジションへ

■ローポストプレイヤーも外に出す場合
　ガードが逆サイドにパスをしたときは、

ングルのローポストへ

へ

http://basketballtutor.com/practice_report/2012/kbanom/kbanom-7.pdf
http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
http://basketballtutor.com/

