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３） まっすぐとばす
　・シューティングフィンガーの
確認
　・トリプルスレット（基本姿勢
の確
　　　　　　　　　　　認）
　・スナップシューティング
　・リフトアップシューティング
　・キャッチ＆シューティング

　まずシュートを決めるための1つ目！
　まっすぐとばすための練習をしました！
　シュートをまっすぐとばすためには、
・正しい構え
・シューティングフィンガーでボールの中心を押すこと
・フォロースルーでシューティングフィンガーがリングに向いてい
る
　ことが大切です！

　ワンハンドシュートとツーハンドシュートのそれぞれのポイント
をまとめておきます！練習したことを思い出しつつ、確認してくだ
さい！

<ワンハンド>
・シューティングフィンガー
　人差し指か中指、もしくは人差し指と中指。

・構え
　手首と肘で2Ｌの形を作り、ボールの真下に肘がくるようにしま
す。そして手首から肘が床と垂直、肘から肩が床と平行になるよ
うにする。

・フォロースルー
　リングにまっすぐ伸ばし、手首を最後までスナップする。その時
に指が下を向いているようにする。

・シューティングライン
　利き足のつま先からリングを結んだ線。そのラインにボール、
手首、肘がのるようにする。

<ツーハンド>
・シューティングフィンガー
　人差し指。

・構え
　人差し指がボールの中心を指すようにして持ち、人差し指から
肘までが真っ直ぐになるようにする。また、両肘の高さを揃える。

・フォロースルー
　手首を内側にひねる回内の動きをして、両手が左右対称で揃
うように伸ばす。その時人差し指はリングの上を指すようにす
る。

・シューティングライン
　鼻、口、おへそのある身体の中心からリングを結んだ線。その
ライン両肘の高さを揃えてボールをのせるようにする。

　ちなみにワンハンドのシューティングフィンガーの確認の仕方
は、まず利き手で小さく前ならえ⇒手のひらを正面に向ける⇒手
首を上に回転させたときに、天井を真上にさしている指になりま
す。
　そしてトリプルスレット（基本姿勢）とは、足幅を肩幅程度に開
き、膝・股関節を曲げた姿勢で、身体を横から見たときにつま先
と膝、肩が一直線のラインで結べる姿勢です！

　まず頭の上にボールを構えた状態でシューティングをしまし
た。この時に自分のシュートの一連の動作、フォロースルーなど
を確認しながらシュートが外れた原因を自分で探れるようにしま
しょう！

　次に、ツーハンドは口の前に、ワンハンドは肩の前に降ろして
きて構えたトリプルスレット（基本姿勢）からシューティングをしま
した。この構えは頭の上にボールを構えて行ったシューティング
と比べ、リフトアップ（腕を上げる）動作が入ってきます。この時
にまっすぐ腕を上げられないとシュートが曲がる原因になるので
気を付けましょう！
　
　その後に２人組でキャッチからのシューティングを行いました。
　今度はキャッチからなので、キャッチした瞬間にシュートを打つ
ための持ち方・構えができているかがポイントでした。また、パス
を受ける際に手は出しておいて構えておく（ハンズレディ）こと
と、キャッチしたらトリプルスレット（基本姿勢）に素早くなってす
ぐに打つことが大切なので意識してやりましょう！

シュートの基本理論 　本格的なシュート練習に入るにあたって、まずシュートに関す
ることについて説明しました。
　
　シュートが決まるために達成しなくてはいけないことは、
　①ボールをまっすぐゴールにとばす
　②ボールをリングのあるその距離にとばす
でしたね！

　この2つに加えてバスケットボールのゴール、つまりリングは自
分たちよりも高い位置にあるので、アーチがないとシュートは決
まらないということを覚えておいてください！

　Practice Menu

アップ
　・リアクションダッシュ
　・ダイナミックストレッチ
　・スタビライゼーション

　まずシュートの本格的な練習に入る前にリアクションダッシュや
スタビライゼーションなどのウォーミングアップを行いました。じゃ
んけんの勝敗に応じて身体をより素早く、正確に反応できるよう
にしていきましょう！
　
　またスタビライゼーションでは体幹を鍛え、シュートを打つ際の
バランス能力の向上につながります。より確率の高いシュートを
打っていくために正しい姿勢を維持していけるようにしましょう！

シュートの基本を理解する

シュートフォームの確認をする
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４）

まっすぐとばす
　・シューティングフィンガーの
確認
　・トリプルスレット（基本姿勢
の確
　　　　　　　　　　　認）
　・スナップシューティング
　・リフトアップシューティング
　・キャッチ＆シューティング

　まずシュートを決めるための1つ目！
　まっすぐとばすための練習をしました！
　シュートをまっすぐとばすためには、
・正しい構え
・シューティングフィンガーでボールの中心を押すこと
・フォロースルーでシューティングフィンガーがリングに向いてい
る
　ことが大切です！

　ワンハンドシュートとツーハンドシュートのそれぞれのポイント
をまとめておきます！練習したことを思い出しつつ、確認してくだ
さい！

<ワンハンド>
・シューティングフィンガー
　人差し指か中指、もしくは人差し指と中指。

・構え
　手首と肘で2Ｌの形を作り、ボールの真下に肘がくるようにしま
す。そして手首から肘が床と垂直、肘から肩が床と平行になるよ
うにする。

・フォロースルー
　リングにまっすぐ伸ばし、手首を最後までスナップする。その時
に指が下を向いているようにする。

・シューティングライン
　利き足のつま先からリングを結んだ線。そのラインにボール、
手首、肘がのるようにする。

<ツーハンド>
・シューティングフィンガー
　人差し指。

・構え
　人差し指がボールの中心を指すようにして持ち、人差し指から
肘までが真っ直ぐになるようにする。また、両肘の高さを揃える。

・フォロースルー
　手首を内側にひねる回内の動きをして、両手が左右対称で揃
うように伸ばす。その時人差し指はリングの上を指すようにす
る。

・シューティングライン
　鼻、口、おへそのある身体の中心からリングを結んだ線。その
ライン両肘の高さを揃えてボールをのせるようにする。

　ちなみにワンハンドのシューティングフィンガーの確認の仕方
は、まず利き手で小さく前ならえ⇒手のひらを正面に向ける⇒手
首を上に回転させたときに、天井を真上にさしている指になりま
す。
　そしてトリプルスレット（基本姿勢）とは、足幅を肩幅程度に開
き、膝・股関節を曲げた姿勢で、身体を横から見たときにつま先
と膝、肩が一直線のラインで結べる姿勢です！

　まず頭の上にボールを構えた状態でシューティングをしまし
た。この時に自分のシュートの一連の動作、フォロースルーなど
を確認しながらシュートが外れた原因を自分で探れるようにしま
しょう！

　次に、ツーハンドは口の前に、ワンハンドは肩の前に降ろして
きて構えたトリプルスレット（基本姿勢）からシューティングをしま
した。この構えは頭の上にボールを構えて行ったシューティング
と比べ、リフトアップ（腕を上げる）動作が入ってきます。この時
にまっすぐ腕を上げられないとシュートが曲がる原因になるので
気を付けましょう！
　
　その後に２人組でキャッチからのシューティングを行いました。
　今度はキャッチからなので、キャッチした瞬間にシュートを打つ
ための持ち方・構えができているかがポイントでした。また、パス
を受ける際に手は出しておいて構えておく（ハンズレディ）こと
と、キャッチしたらトリプルスレット（基本姿勢）に素早くなってす
ぐに打つことが大切なので意識してやりましょう！

距離感を合わせる
　・スキーマシューティング
　・マジックタッチ

　次にシュートを決めるための2つ目！
　距離感を合わせるための練習をしました！
　シュートの距離感を合わせるために
　・シュートフォーム
　・アーチ
は変えてはいけないという話をしましたね！

　では、どうやって距離感を合わせるのかというと・・・
　・指先の力加減
を変えて距離を調節することが大切なポイントです！

　指先の力加減とは、ボールを離すタイミングを変えることです。
早めに離し力強く飛ばすことを引っかける、遅く離し弱めにとば
すことをこと抜くと言います。またこの指先の調節技術をマジック
タッチと言うので覚えておきましょう！

　練習では、2人組で直線のライン上にシューティングラインをの
せ、シュートと同じ手の動かし方でボールの軌道を変えるという
ことを行いました。この時に床のラインに沿ってボールを真っ直
ぐ飛ばすこと、手の動かし方は変えずに指先の引っかける、抜く
動作でボールの軌道を変化させることが大切なポイントです！

　これは指先の感覚をつかむことが重要です。抜く動作がうまく
できない場合は、爪の先でボールの下をきるように、ボールの下
へ指先を素早く滑り込ませるように行ってみてください！

　もう1つ距離の調節のポイントは、自分の中の感覚（スキーマ）
がとても重要です。スキーマとは、様々な距離に対する、自分の
力加減の感覚があることです。なのでたくさんいろいろなところ
からシューティングを行い、より正確な距離に対する自分の感覚
を持つようにしましょう！

　そして何人かには指摘しましたが、シュートのアーチが低いと
シュートの入る確率は下がってしまいます。なのでゴールのバッ
クボードの頂点の高さをボールが少し越すくらいを目安にして
アーチを高くしていきましょう！



５）

６） 5on5の勝ち抜き戦 　最後に5on5の勝ち抜き戦を行いました！
　試合の中で、いきなり今日の練習中に説明したポイントを意識
しつつシュートをすることは難しかったのではないかと思います。
　しかし、今日の練習で説明したポイントを意識しながら継続し
てシュートを練習していくことで、それが習慣となりやがて意識し
なくても身体が覚えていくようになります。なのでぜひ今日練習
したシュートに関することを自分の習慣として落とし込み、無意
識のうちにポイントを踏まえた確率の高いシュートを打てるよう
に頑張ってください！

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

　みなさん２時間お疲れ様でした！コーチはみんなと練習するのは初めてでしたが、挨拶や返事がしっ
かりできて、また練習中の集中力の高さに驚きました！
　今回は久しぶりにシュートの基本を確認していきましたが、たくさんのポイントを理解することはできま
したか？
　今回行ったシュートの基本を自分の中でまとめて、それを意識しなくても実践することができるように
練習を積み重ねていきましょう！
　また練習の中で話しましたが、練習中にコーチや監督にアドバイスをもらうだけでなく、選手のみんな
もチームメイト同士でアドバイスし合うことはとても大切です！何か気が付いたことがあればどんどん指
摘してあげて、お互いに高め合っていけるような練習をしていきましょう！
　またいつかみんなと練習できるのを楽しみにしています！その時はより成長したみんなの姿を見せて
くださいね！ではまたお会いしましょう！！

シュートの基本まとめ
・99ersシューティング（ハーフ・
オールコート）

　そしてシュートの基本であるまっすぐとばす、また距離感を合
わせる練習をしたまとめとして、99ersシューティングを行いまし
た！

　初めはハーフコートで行い、次にオールコートで行いましたが、
どちらも時間内に5ヶ所すべてクリアしている子もいました！
　特にオールコートではドリブル移動も伴って体力的にもきつい
状況の中、良くシュートを決められましたね！実際の試合では体
力的にも精神的にもつらい状況でシュートを打つことが多いと思
います。そういった中で粘り強くシュートを決めきる勝負強さを身
につけましょう！

距離感を合わせる
　・スキーマシューティング
　・マジックタッチ

　次にシュートを決めるための2つ目！
　距離感を合わせるための練習をしました！
　シュートの距離感を合わせるために
　・シュートフォーム
　・アーチ
は変えてはいけないという話をしましたね！

　では、どうやって距離感を合わせるのかというと・・・
　・指先の力加減
を変えて距離を調節することが大切なポイントです！

　指先の力加減とは、ボールを離すタイミングを変えることです。
早めに離し力強く飛ばすことを引っかける、遅く離し弱めにとば
すことをこと抜くと言います。またこの指先の調節技術をマジック
タッチと言うので覚えておきましょう！

　練習では、2人組で直線のライン上にシューティングラインをの
せ、シュートと同じ手の動かし方でボールの軌道を変えるという
ことを行いました。この時に床のラインに沿ってボールを真っ直
ぐ飛ばすこと、手の動かし方は変えずに指先の引っかける、抜く
動作でボールの軌道を変化させることが大切なポイントです！

　これは指先の感覚をつかむことが重要です。抜く動作がうまく
できない場合は、爪の先でボールの下をきるように、ボールの下
へ指先を素早く滑り込ませるように行ってみてください！

　もう1つ距離の調節のポイントは、自分の中の感覚（スキーマ）
がとても重要です。スキーマとは、様々な距離に対する、自分の
力加減の感覚があることです。なのでたくさんいろいろなところ
からシューティングを行い、より正確な距離に対する自分の感覚
を持つようにしましょう！

　そして何人かには指摘しましたが、シュートのアーチが低いと
シュートの入る確率は下がってしまいます。なのでゴールのバッ
クボードの頂点の高さをボールが少し越すくらいを目安にして
アーチを高くしていきましょう！



リンク

前回までのレポートに戻る

インデックスへ戻る

　みなさん２時間お疲れ様でした！コーチはみんなと練習するのは初めてでしたが、挨拶や返事がしっ
かりできて、また練習中の集中力の高さに驚きました！
　今回は久しぶりにシュートの基本を確認していきましたが、たくさんのポイントを理解することはできま
したか？
　今回行ったシュートの基本を自分の中でまとめて、それを意識しなくても実践することができるように
練習を積み重ねていきましょう！
　また練習の中で話しましたが、練習中にコーチや監督にアドバイスをもらうだけでなく、選手のみんな
もチームメイト同士でアドバイスし合うことはとても大切です！何か気が付いたことがあればどんどん指
摘してあげて、お互いに高め合っていけるような練習をしていきましょう！
　またいつかみんなと練習できるのを楽しみにしています！その時はより成長したみんなの姿を見せて
くださいね！ではまたお会いしましょう！！

http://basketballtutor.com/practice_report/2011/kyomachi_mini/kyoumati_minibas.htm
http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
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