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３） ダブルチーム（トラップ） 　ダブルチームの状態でスティックを行いました。今回ご紹介す
るトラップではドリブルトラップが多いので、トラップが成功すれ
ばその瞬間に相手はドリブルを止めるはずです。

　ここで効果的なダブルチームでプレッシャーを掛けられるよう
ポイントを意識して下さい。まず2人で直角を作るようにします。
ここで一番嫌なのはピボットで逃げられてパスをされてしまう事
なので、2人で肩を挟むようにしピボットされても両肩を追いかけ
ていきましょう。
　簡単にパスで逃げられないように注意です。

　スティックのポイントと同じようにファールにも気をつけるように
して下さい。

スティック 　ボールマンがドリブルを止めた時のディフェンスです。シュート
エリア以外でしたら、ボールマンの選択肢はパスのみになります
ので、ここでハイプレッシャーをかけましょう。

　ボールマンのスタンスをよく見て、フリーフットが前に出てれば
フリーフットを両足で挟んでプレッシャーをかけます。逆にフリー
フットが下がって軸足が前にあるようなら軸足を両足で挟むよう
にします。

　ハンドワークのポイントはミラー・ザーボールです。手の平は
ボールに当ててプレッシャーをかけます。
　また、自分と相手の間には薄いガラスがあります。このガラス
を割って相手にアタックしてしまうとファールです。薄いガラスを
割らないように意識しながらギリギリのラインでプレッシャーをか
けましょう。

　Practice Menu

チェック・ザ・カッター（バンプ） 　まず最初にゾーンプレスを練習する際に大事なチェック・ザ・
カッターを行いました。

　相手チームがプレスを突破しようとする際、スペースへフラッ
シュしパスをつなぐ方法がオーソドックスです。このスペースへフ
ラッシュするプレーヤーをチェック・ザ・カッターでしっかり止める
ようにしましょう。

　ディフェンスは全員がオフボールで動いているプレーヤーを広
い視野で見失わないようにして下さい。特に、自分の責任範囲
にいるプレーヤーの動きは必ずチェックしておくようにしましょ
う。

プレスディフェンスの基本を理解する

プレス打開のヒントを理解する

日時情報 参加者情報 指導者情報 依頼者・チーム名 

第3回目指導 
3月17日 日曜日 
１３：００～１６：００ 

指導のねらい 

中学生男子 １４名 ■ 関谷 悠介 



４）

５）

６） ジャンプトラップ→スイッチ 　ジャンプトラップは、ドリブラーではないプレーヤーのマークマ
ンが突然ドリブラーにクローズアウトし、ドリブラーのマークマン
と2人でトラップディフェンスをしかけます。

　この時に、トラップに行くディフェンスはボールを簡単に自分の
マークマンのほうへとばされないよう、ハンズアップして、ドリブ
ラーのドリブルをしているほうの手を狙ってトラップにいきます。
　ドリブラーのドリブルをよく見て、ボールが手から離れた瞬間を
狙いましょう。

　トラップに行く人がトラップに行くふりをして、ドリブラーがスピー
ドを抑えたり、ボールを持ってしまうようにしむけることもできま
す。
　これをフェイクトラップと言い、これも練習しました。

　このように、ディフェンス側からどんどんアクションを起こして
チャレンジしていくことで、相手が苦しむタイミング、相手が嫌が
るディフェンスがつかんでいけます。

２－２－１の基本 　今回のメインテーマである、２－２－１のゾーンプレスの紹介で
す。

　ゾーンプレスには様々な狙いがあります。まず２－２－１ゾーン
プレスの狙いは何か、メリットを最大限に、デメリットを最小限に
する練習をしていきましょう。

＜ゾーンプレスの狙い＞
■相手に時間を使わせる
■相手を精神的に追い込む
■ボールを奪う
などがあります。

＜1線2人のポイント＞
２－２－１の最初の2人は、スローイン時になるべくコーナー付近
でボールを持たせるようにします。ミドルへミートされたり、ディナ
イで頑張りすぎて裏のスペースを簡単に取られると、楽に突破さ
れますので注意しましょう。
コーナー付近でボールを持たせたら、サイドライン側へドリブル
をさせるようにします。

＜2線2人のポイント＞
ミドルラインを背の高い選手に中継されないようにしましょう。基
本的にはバンプでミドルを潰しますが、ミドルを中継されたら、２
－２－１から１－２－１－１に、（ボックスゾーンプレスからダイヤ
モンドゾーンプレスに）形をかえてミドルラインに対応することに
しました。
ミドルを許してしまった選手がボールマンにプレッシャーを与え、
1線の選手が素早く後ろに下がる時間を作ります。

＜3線1人のポイント＞
２－２－１は最後の１の選手の運動量が問題になります。ローイ
ンターセプターのポジションを素早く取れるようにして下さい。
また、インターセプトを無理やり狙って失敗すると、後ろには誰も
いません。無理なら、しっかり下がってノーマークレイアップをさ
せないようします。

ダブルチーム（トラップ） 　ダブルチームの状態でスティックを行いました。今回ご紹介す
るトラップではドリブルトラップが多いので、トラップが成功すれ
ばその瞬間に相手はドリブルを止めるはずです。

　ここで効果的なダブルチームでプレッシャーを掛けられるよう
ポイントを意識して下さい。まず2人で直角を作るようにします。
ここで一番嫌なのはピボットで逃げられてパスをされてしまう事
なので、2人で肩を挟むようにしピボットされても両肩を追いかけ
ていきましょう。
　簡単にパスで逃げられないように注意です。

　スティックのポイントと同じようにファールにも気をつけるように
して下さい。

ボールダウンの寄せ 　実戦練習のまず初めに、ボールマンにプレシャーをかけ、サイ
ドライン側にドリブルをさせる練習を行いました。
　この時に、ドリブラーにミドルレーンに入られてしまうと中々ト
ラップは成立しません。
　しっかりとサイドラインへのドリブルについていけるようにトレー
ニングしていきましょう！！

　この練習が、このボールマンのプレッシャーが、すべての始ま
りになります。



７）

８）

９）

１０）

ジャンプスイッチからのパスト
ラップ

　ローインターセプターが、常にパスをカットできるわけではあり
ません。しかし、スティールを狙っていいポジションまで来ていれ
ば、すぐにプレッシャーをかけることができます。

　ボールもサイドライン際を縦に移動しただけなので、まだトラッ
プはチャンス継続中です。
　ジャンプトラップをした選手ではなく、もう1人の選手がパスと同
時にすぐにボールに向かって行き、ローインターセプターのディ
フェンスと一緒にまたトラップに入るようにしましょう！

　この時、ジャンプトラップをした選手が一息ついてしまうケース
が出てきますが、これは厳禁です。すぐにポジションを下げて、
次のプレーに対する準備をしましょう！
　4on4,5on5で練習する場合、逆サイドにいたディフェンスが次の
ローインターセプターとフライヤーになるのも移動を速くしましょ
う！

ミドルへの対応 　ここまでが思惑通りに行った場合の練習です。

　次からは、相手が２－２－１を攻略してくる方法に対する準備
の練習です。
　まず、基本となるのはボックスの中央に選手がフラッシュしてく
るケースです。

　これは、チェックザカッターでフラッシュしてくる選手の近くにい
たディフェンダーが対応します。
　パスを真ん中で中継されてしまった場合、その時にチェックザ
カッターでついてきたディフェンス側のもう1人がすぐにポジション
を下げて、１－２－１－１の形に変形します。

　真ん中で中継した選手には、なるべく簡単に振り向かせない
ように、激しくべた付きで守るようにし、ドリブルをさせましょう！
　ドリブルをしてくれたら、その後のサイドラインへのパスに対し
てはパストラップ、ドリブルを続けてくるようならジャンプトラップ
でまたチャンスを狙いましょう！

インターセプター
・ローインターセプター
・ハイインターセプター

　 ジャンプトラップかチェイストラップが成功したら、インターセプ
トのチャンスです。
　サイドラインと平行な縦パスをカットする選手をローインターセ
プター、ミドルへ戻るパスをハイインターセプターがカットを狙い
ます。

　自チームのディフェンスのトラップへの動きを見逃さないように
し、正しいポジションへ動けるようにして下さい。

　ボールマンに2人でトラップ、インターセプターが2人、フライ
ヤーが1人の陣形を上手に取れると、ボールを中心に２－２－１
となります。

ジャンプトラップ→スイッチ 　ジャンプトラップは、ドリブラーではないプレーヤーのマークマ
ンが突然ドリブラーにクローズアウトし、ドリブラーのマークマン
と2人でトラップディフェンスをしかけます。

　この時に、トラップに行くディフェンスはボールを簡単に自分の
マークマンのほうへとばされないよう、ハンズアップして、ドリブ
ラーのドリブルをしているほうの手を狙ってトラップにいきます。
　ドリブラーのドリブルをよく見て、ボールが手から離れた瞬間を
狙いましょう。

　トラップに行く人がトラップに行くふりをして、ドリブラーがスピー
ドを抑えたり、ボールを持ってしまうようにしむけることもできま
す。
　これをフェイクトラップと言い、これも練習しました。

　このように、ディフェンス側からどんどんアクションを起こして
チャレンジしていくことで、相手が苦しむタイミング、相手が嫌が
るディフェンスがつかんでいけます。

チェイストラップ 　チェイストラップはドリブラーの後ろからディフェンスが追いかけ
てトラップを仕掛けます。ボールマンのディフェンスがサイドライ
ンに追い込みながら、抜かれ無いようにコースへ入った瞬間が
チャンスです。
　ロールなどのドリブルチェンジをしてくるタイミングで一気にト
ラップを仕掛けられると効果的です。

　トラップに行く選手はドリブラーの後頭部が見えた瞬間が狙い
目です。ドリブラーに気づかれないようにしながら一気にトラップ
へいきましょう。



１１）

１２） プレスアタックの基本 　最後にプレスアタックの練習を少し行いました。ディフェンスの
練習をしていても分かる通り、ディフェンスはサイドラインにドリブ
ルさせたいので簡単にサイドライン方向へドリブルしないように
しましょう。
　ドリブルを突破するなら、なるべくミドルへ行きます。また、ボー
ルマンが逃げられるよう、ボールマンの後ろに1人セーフティーマ
ンが居ると安心です。

　その中で、今回はミドルへフラッシュする形のプレスアタックを
紹介しました。まず1回目のフラッシュはセンターラインに注意し
て下さい。フロントコートからジャンプしてミートし、バックコートに
着地してしまうとバックパスです。
　フロントならフロント、バックコートならしっかりバックコートに
入ってミートしましょう。

　1つ目のフラッシュが成功したら、ディフェンスを一気に追い越
すようサイドの2人がダッシュします。そして、2人目がタイミング
良く再度ミドルへフラッシュします。最初のミドルでつないだ選手
がサイドへもミドルへの縦パスも狙えるようにしましょう。

　最後のGAME形式では上手に出来ていたと思います！

１－２－２の基本 　今回ご紹介したポイントです。確認してみて下さい。

＜1線1人のポイント＞
右か左のどちらかに方向付けします。ミドルを横断するようなパ
スにはハンズアップでパスコースに手を入れておきましょう。
ボールマンとの間合いが大切なので、近づきすぎず離れすぎず
で、チャンスが来たら急に間合いを詰めてプレッシャーをかける
事も忘れないようにして下さい。

＜2線2人のポイント＞
ミドルラインを中継されないようにしましょう。ボールサイドと逆サ
イドのディフェンダーがあらかじめミドルへ寄りスペースを埋めて
おきます。
2線のディフェンスは、この横の動きが重要になります。
ミドルへフラッシュされたらバンプでミドルを潰して下さい。もしミ
ドルを中継されたら、1線のディフェンスがそのまま下がってボー
ルマンとなり、１－２－２に戻ります。

＜3線2人のポイント＞
2線の間のミドルへフラッシュする選手を2線の2人に伝える役割
が重要です。声を出してしっかりコミュニケーションを取って下さ
い。ミドルの選手をスムーズに引継ぎしつつ、ゴール下も空けな
いよう、前後の動きを意識して下さい。
3線の逆サイドのディフェンスは、ロングのスキップパスに対して
インターセプトを狙えると強烈な１－２－２になります。

ミドルへの対応 　ここまでが思惑通りに行った場合の練習です。

　次からは、相手が２－２－１を攻略してくる方法に対する準備
の練習です。
　まず、基本となるのはボックスの中央に選手がフラッシュしてく
るケースです。

　これは、チェックザカッターでフラッシュしてくる選手の近くにい
たディフェンダーが対応します。
　パスを真ん中で中継されてしまった場合、その時にチェックザ
カッターでついてきたディフェンス側のもう1人がすぐにポジション
を下げて、１－２－１－１の形に変形します。

　真ん中で中継した選手には、なるべく簡単に振り向かせない
ように、激しくべた付きで守るようにし、ドリブルをさせましょう！
　ドリブルをしてくれたら、その後のサイドラインへのパスに対し
てはパストラップ、ドリブルを続けてくるようならジャンプトラップ
でまたチャンスを狙いましょう！



リンク

前回のレポートはこちら

インデックスへ戻る

プレスアタックの基本 　最後にプレスアタックの練習を少し行いました。ディフェンスの
練習をしていても分かる通り、ディフェンスはサイドラインにドリブ
ルさせたいので簡単にサイドライン方向へドリブルしないように
しましょう。
　ドリブルを突破するなら、なるべくミドルへ行きます。また、ボー
ルマンが逃げられるよう、ボールマンの後ろに1人セーフティーマ
ンが居ると安心です。

　その中で、今回はミドルへフラッシュする形のプレスアタックを
紹介しました。まず1回目のフラッシュはセンターラインに注意し
て下さい。フロントコートからジャンプしてミートし、バックコートに
着地してしまうとバックパスです。
　フロントならフロント、バックコートならしっかりバックコートに
入ってミートしましょう。

　1つ目のフラッシュが成功したら、ディフェンスを一気に追い越
すようサイドの2人がダッシュします。そして、2人目がタイミング
良く再度ミドルへフラッシュします。最初のミドルでつないだ選手
がサイドへもミドルへの縦パスも狙えるようにしましょう。

　最後のGAME形式では上手に出来ていたと思います！

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

　今回もありがとうございました。選手の皆さんも熱心に激しくプレーしてくれ、また先生方も色々な質問
を寄せて下さいましたので、非常に有意義な講習会になったと思います。

　今回のゾーンプレスはコーチによる哲学が顕著に反映されやすい内容ですので、私が紹介した内容は
基本的なポイントになります。プレスのやり方は先生方が預かっていらっしゃる選手の特徴などと併せて
検討し、アレンジを加えて下さると幸いです。

　今年度3回、呼んで頂き本当にありがとうございました。川越の皆さんを今後も応援していますし、また
お力になれますよう勉強を続けてまいります！

http://basketballtutor.com/practice_report/2013/kawagoe_jhs/kawagoe_jhs-2.htm
http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
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