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Key Point !

１)

シュートの確率アップ

ディフェンスとリバウンドのやり方

1on1のレベルアップ

合わせの動き

　Practice Menu

ウォーミングアップ
・ストレッチの目的
・コーディネーションレイアップ
10

●ストレッチのポイントとは？
 　ストレッチをする目的を確認して下さい。一番大事なことは関
節の可動域が広げるこが重要です。バスケットでは股関節と肩
甲骨の可動域が広がることが大事です。他にも理由があります
から、確認して下さい。

 ＜ストレッチの目的＞
・筋肉の柔軟性が高まる
・全身の血行がよくなり、疲労回復効果がある
・身体や心の緊張がほぐれ、リラックス効果がある
・怪我や筋肉痛の予防
・運動効果が高まる

●コーディネーションレイアップ10
　コーディネーションレイアップ10をやる目的は２つあります。1つ
目はコーディネーション能力を上げることです。2つ目はレイアッ
プシュートがどんな条件でも決めることです。

＜目的＞
・カップリング能力up
・リズム感up
・バランス能力up
・オリエンテーション能力（空間把握能力）up

＜レベル1～10のメニュー＞
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．ボールを回して股の下を通して
５．ボールを回して自分も回って股の下を通して
６．ビハインドパスから
７．ワンステップボール回し
８．ロールジャンプ
９．ロールジャンプボール回し
１０．ロールジャンプボール回し、足の間を通す

＜2ボールカップリングレイアップ10＞
１．片手だけレイアップ
２．ランニングステップ回転
３．左右持ちかえ
４．ビハインド投げ上げ

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 

 指導者      5人 

高校生チーム 2チーム 

中学生チーム 2チーム 

社会人チーム 2チーム 

■ 谷口 悠希 第1回目指導  

2月16日（土）  

9:30～12:30  

13:45～15:45 

17：00～19：00 



２） ●シュートの原則
１・リングに向かってまっすぐ打つ
2．リングのあるその距離に打つ

　この2つを満たせば、シュートは入ります。リングの直径が45ｃ
ｍです。男子が使っているボール（7号ボール）の直径は24～25
ｃｍですから、左右前後に10ｃｍ以上ズレないシュートを身につ
けれることが大切です。そのめに以下のようにチェックしていき
ます。

●まっすぐ打つ
・指先
 　ワンハンドシュートはシューティングフィンガーをリングの中心
に向けます。ボールをコントロールするのは指先です。そのた
め、ここが曲がってしまうとボールは左右に曲がる原因になりま
す。

・ヒジ、手首を伸ばしきる
　シュートを打った後はヒジと手首を100％伸ばすようにします。
シュートの距離によって、腕の伸ばし加減で距離を調節するの
は非常に難しいです。距離は指先で調整しますから、ヒジは伸
ばしきりましょう。また、ヒジを100％伸ばしていないと、ヒジが曲
がり、シュートが曲がる原因になります。

・足の向き
　足の向きはリングを向いているようにします。ヒザ、つま先、か
かとの向きが曲がってしまうと、体も曲がってしまいます。そうな
ると、ボールも曲がってしまいます。足の向きは絶えずリングに
まっすぐ向いているようにしましょう。

●その距離に打つ
　距離感については指先で調節することがポイントです。指先の
抜く、ひっかけることによってシュートの距離を調節しましょう。抜
くとはボールがティップ（爪先）から飛ぶことがいいます。ボール
はフワフワと飛んでいきます。距離が飛びすぎた時に使います。
ひっかけるはパッド（指の腹）からボールを飛ばすことでです。
ひっかけるとボールの初速が上がり、飛距離が出ます。
　10cm以内で距離感を調整しないといけませんから、指先の繊
細な部分で調整できると数センチの調整できると思います。
フォームを変えることなく距離の調整を行うことができます。

●高いアーチで打つ
　シュートは50度ぐらいにボールを飛ばせると高いシュートにな
ります。シュートしたボールの軌道でいうと、最高点がウィンドウ
の上を通過することです。そうすれば、50度ぐらいのアーチにな
り高いアーチになります。高すぎると飛距離がでなくなり、低すぎ
るとリングへの入射面積が小さくなってしまうためです。飛距離
も出て、入射面積も大きくなる角度、それが50度です。

●修正の仕方
・まっすぐ打つ
　シュートの曲がる原因はフォームにあります。曲がった時は、
シュートフォームの何が原因かを考えて下さい。ワンハンドの場
合は利き足のつま先からヒジ、腕、指先、かかと、ヒザが一本の
ラインになってゴールを指すようにシュートを打ちます。特にヒジ
と指先はボールが曲がる原因になりますから、ボールが曲がっ
たら、チェックしましょう。
 
●その距離の打つ
　シュートフォームを変えることなくボールの飛距離を変えるに
は、指先のひっかかり具合で調節します。リングの手前に当たっ
た時はひっかけて、距離を足します。リングの奥に当たった場
合は抜いて調節します。この指先のタッチを変えることで、
シュートフォームを崩さずに、距離を変える方法です。

シュート
・シュートの原則
・まっすぐ打つ
・その距離に打つ
・高いアーチで打つ
・修正と再現
（中学生、社会人チーム）

ウォーミングアップ
・ストレッチの目的
・コーディネーションレイアップ
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●ストレッチのポイントとは？
 　ストレッチをする目的を確認して下さい。一番大事なことは関
節の可動域が広げるこが重要です。バスケットでは股関節と肩
甲骨の可動域が広がることが大事です。他にも理由があります
から、確認して下さい。

 ＜ストレッチの目的＞
・筋肉の柔軟性が高まる
・全身の血行がよくなり、疲労回復効果がある
・身体や心の緊張がほぐれ、リラックス効果がある
・怪我や筋肉痛の予防
・運動効果が高まる

●コーディネーションレイアップ10
　コーディネーションレイアップ10をやる目的は２つあります。1つ
目はコーディネーション能力を上げることです。2つ目はレイアッ
プシュートがどんな条件でも決めることです。

＜目的＞
・カップリング能力up
・リズム感up
・バランス能力up
・オリエンテーション能力（空間把握能力）up

＜レベル1～10のメニュー＞
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．ボールを回して股の下を通して
５．ボールを回して自分も回って股の下を通して
６．ビハインドパスから
７．ワンステップボール回し
８．ロールジャンプ
９．ロールジャンプボール回し
１０．ロールジャンプボール回し、足の間を通す

＜2ボールカップリングレイアップ10＞
１．片手だけレイアップ
２．ランニングステップ回転
３．左右持ちかえ
４．ビハインド投げ上げ



３）

４） ■ジャンプの仕方
　高いジャンプができると、バスケット選手にとっては有利になり
ます。まずは高くジャンプするフォームを身につけましょう。ポイ
ントは以下の通りです。

・腕の使い方
　ヒジを90度に曲げた状態で、腕を振ってジャンプしましょう。。
振り上げたら、ヒジは目の高さまで上げます。

・足のスタンス
　足のスタンスは肩幅です。肩幅より広かったり、狭かったりする
状態では高く跳ぶことができません。

■1・2・3のタイミング
＜メニュー＞
1のタイミング：リバウンド後、1ステップからシュート
2のタイミング：リバウンド後、2ステップからシュート
3のタイミング：リバウンド後、ポンプフェイクからシュート

　リバウンド後にどのようにシュートを打てば良いのかについて
ポイントを説明しながら練習してもらいました。まず、ボールを下
げないことです。１ステップからリバウンドシュートの時は、頭の
位置にボールをもってきて、そのままシュートを打ちます。2のタ
イミングの時は、リバウンド後にボールをアゴの位置にもってき
ます。その後の、ステップを踏んだら、頭の位置までボールを
もってきます。
 
■スクリーンアウト
・オフェンスにぶつかる
　シュートが起こった後は、まずはブロックアウトする相手の正面
にすばやくくっつくことが重要です。この接触をしないで背中を向
けてしまうと、相手に簡単にかわされてしまいます。相手にぶつ
かり動きを封じてから、ターンをしてボールをとる準備をします。

・オフェンスの動く方向とターンの種類
　相手がボールに向かう動きを抑えにいくので、２種類のターン
を使い分けることが必要です。出ている足の方へ相手が動いた
ら、出ている方の足を軸足にしてバックターンしスクリーンアウト
すると接触し続けてオフェンスを抑えることが出来ます。引いて
いる足の方へ相手が動いてきたら、その引いている足を軸足に
してフロントターンをし、スクリーンアウトすると接触を続けながら
オフェンスを抑えることが出来ます。ポイントは、ターンの時にお
尻を太ももに押し当てるようにして行えると、しっかり抑えること
ができます。

■リバウンドポジション
　基本的にはトライアングルポジション（3人）とロングリバウンド
（2人）のポジションを取ります。そうすることによって、リバウンド
が落ちやすいエリアを埋めることができます。

リバウンド
・ジャンプの仕方
・１・２・３のタイミング
・スクリーンアウト
・リバウンドポジション
（高校生）

。

●シュートの原則
１・リングに向かってまっすぐ打つ
2．リングのあるその距離に打つ

　この2つを満たせば、シュートは入ります。リングの直径が45ｃ
ｍです。男子が使っているボール（7号ボール）の直径は24～25
ｃｍですから、左右前後に10ｃｍ以上ズレないシュートを身につ
けれることが大切です。そのめに以下のようにチェックしていき
ます。

●まっすぐ打つ
・指先
 　ワンハンドシュートはシューティングフィンガーをリングの中心
に向けます。ボールをコントロールするのは指先です。そのた
め、ここが曲がってしまうとボールは左右に曲がる原因になりま
す。

・ヒジ、手首を伸ばしきる
　シュートを打った後はヒジと手首を100％伸ばすようにします。
シュートの距離によって、腕の伸ばし加減で距離を調節するの
は非常に難しいです。距離は指先で調整しますから、ヒジは伸
ばしきりましょう。また、ヒジを100％伸ばしていないと、ヒジが曲
がり、シュートが曲がる原因になります。

・足の向き
　足の向きはリングを向いているようにします。ヒザ、つま先、か
かとの向きが曲がってしまうと、体も曲がってしまいます。そうな
ると、ボールも曲がってしまいます。足の向きは絶えずリングに
まっすぐ向いているようにしましょう。

●その距離に打つ
　距離感については指先で調節することがポイントです。指先の
抜く、ひっかけることによってシュートの距離を調節しましょう。抜
くとはボールがティップ（爪先）から飛ぶことがいいます。ボール
はフワフワと飛んでいきます。距離が飛びすぎた時に使います。
ひっかけるはパッド（指の腹）からボールを飛ばすことでです。
ひっかけるとボールの初速が上がり、飛距離が出ます。
　10cm以内で距離感を調整しないといけませんから、指先の繊
細な部分で調整できると数センチの調整できると思います。
フォームを変えることなく距離の調整を行うことができます。

●高いアーチで打つ
　シュートは50度ぐらいにボールを飛ばせると高いシュートにな
ります。シュートしたボールの軌道でいうと、最高点がウィンドウ
の上を通過することです。そうすれば、50度ぐらいのアーチにな
り高いアーチになります。高すぎると飛距離がでなくなり、低すぎ
るとリングへの入射面積が小さくなってしまうためです。飛距離
も出て、入射面積も大きくなる角度、それが50度です。

●修正の仕方
・まっすぐ打つ
　シュートの曲がる原因はフォームにあります。曲がった時は、
シュートフォームの何が原因かを考えて下さい。ワンハンドの場
合は利き足のつま先からヒジ、腕、指先、かかと、ヒザが一本の
ラインになってゴールを指すようにシュートを打ちます。特にヒジ
と指先はボールが曲がる原因になりますから、ボールが曲がっ
たら、チェックしましょう。
 
●その距離の打つ
　シュートフォームを変えることなくボールの飛距離を変えるに
は、指先のひっかかり具合で調節します。リングの手前に当たっ
た時はひっかけて、距離を足します。リングの奥に当たった場
合は抜いて調節します。この指先のタッチを変えることで、
シュートフォームを崩さずに、距離を変える方法です。

シュート
・シュートの原則
・まっすぐ打つ
・その距離に打つ
・高いアーチで打つ
・修正と再現
（中学生、社会人チーム）

ヘルプディフェンス
・ヘッジ
・クローズアウト
（高校生）

■ヘッジ
　ボールマンのディフェンスが抜かれて、カバーにきたところを合
わせられて、やられてしまうという事前アンケート結果がありまし
た。ここを解決するやり方がヘッジというヘルプディフェンスのや
り方です。ヘッジとは肩でヘルプにいくことをいいます。
　こうすることで、自分のマークマンが視野に入り、見失うことが
なくなります。ヘルプに行った時におへそをオフェンスに向けてし
まうと、マークマンの選手を見失います。守ることができなくなり
ます。

■クローズアウト
・クローズアウトとは？
 　ディフェンスがヘルプ後にマークマンをつかまえる際、シュート
を打たせないように守る事が重要になります。自分のいる位置
からボールを受けようとするマークマンの約2m手前までダッ
シュしていき、残りはスタッターステップで近づきます。これを「ク
ローズアウト」といいます。
 
・クローズアウトのポイント
 　スタッターステップで近づく時は腕を振り上げることがポイント
です。手を振り上げることによって、オフェンスのシュートを防ぐ
ことができます。次に手を振り上げる際に後ろに体重をのせるた
め、オフェンスのドライブにも対応することができます。また、ス
タッターステップをしているので、左右のドライブに対しても素早
くステップが踏める準備ができます。



５）

６）

■ジャンプの仕方
　高いジャンプができると、バスケット選手にとっては有利になり
ます。まずは高くジャンプするフォームを身につけましょう。ポイ
ントは以下の通りです。

・腕の使い方
　ヒジを90度に曲げた状態で、腕を振ってジャンプしましょう。。
振り上げたら、ヒジは目の高さまで上げます。

・足のスタンス
　足のスタンスは肩幅です。肩幅より広かったり、狭かったりする
状態では高く跳ぶことができません。

■1・2・3のタイミング
＜メニュー＞
1のタイミング：リバウンド後、1ステップからシュート
2のタイミング：リバウンド後、2ステップからシュート
3のタイミング：リバウンド後、ポンプフェイクからシュート

　リバウンド後にどのようにシュートを打てば良いのかについて
ポイントを説明しながら練習してもらいました。まず、ボールを下
げないことです。１ステップからリバウンドシュートの時は、頭の
位置にボールをもってきて、そのままシュートを打ちます。2のタ
イミングの時は、リバウンド後にボールをアゴの位置にもってき
ます。その後の、ステップを踏んだら、頭の位置までボールを
もってきます。
 
■スクリーンアウト
・オフェンスにぶつかる
　シュートが起こった後は、まずはブロックアウトする相手の正面
にすばやくくっつくことが重要です。この接触をしないで背中を向
けてしまうと、相手に簡単にかわされてしまいます。相手にぶつ
かり動きを封じてから、ターンをしてボールをとる準備をします。

・オフェンスの動く方向とターンの種類
　相手がボールに向かう動きを抑えにいくので、２種類のターン
を使い分けることが必要です。出ている足の方へ相手が動いた
ら、出ている方の足を軸足にしてバックターンしスクリーンアウト
すると接触し続けてオフェンスを抑えることが出来ます。引いて
いる足の方へ相手が動いてきたら、その引いている足を軸足に
してフロントターンをし、スクリーンアウトすると接触を続けながら
オフェンスを抑えることが出来ます。ポイントは、ターンの時にお
尻を太ももに押し当てるようにして行えると、しっかり抑えること
ができます。

■リバウンドポジション
　基本的にはトライアングルポジション（3人）とロングリバウンド
（2人）のポジションを取ります。そうすることによって、リバウンド
が落ちやすいエリアを埋めることができます。

リバウンド
・ジャンプの仕方
・１・２・３のタイミング
・スクリーンアウト
・リバウンドポジション
（高校生）

●ストライドストップからドライブ
　パスをキャッチしてストライドストップからドライブする練習をし
ました。ここで大事になることは突き出しです。ボールをキャッチ
したら、パッと腰のところにボールを持ってきます。そして、ステッ
プと同時にドリブルをついて下さい。これが遅れると、トラベリン
グになります。

●クロースオーバーからドライブ
　ストライドストップからドライブできないのであれば、スワイプし
てボールを反対サイドに移動してクロスオーバーで抜きます。ス
ワイプとは移動させる時に、ひざに下を通すことをいいます。そ
うすることで、ディフェンスの前にボールを移動せずにすむため、
ディフェンスのスティールされにくくなります。

●ロールからドライブ
　クロスオーバーできないぐらいディフェンスが張り付いてきた
ら、ロールして抜きます。ロールする時のポイントとしては、ター
ンする前に反対方向に顔を向けておくことです。こうすることに
よって素早くターンすることができます。

パスキャッチからドライブ
・ストライドストップからドライブ
・クロースオーバーからドライ
ブ
・ロールからドライブ
（（社会人クラブ）

ゾーンの種類と攻め方
・２－３ゾーン
・３－２ゾーン
・ゾーンアタック
（講習会）

　ゾーンディフェンスはペイントエリアを守るためのディフェンスシ
ステムです。相手のペイントエリアでの得点が連続した時に使い
ます。

◇2－3ゾーン
　ローポスト付近を中心に守りたい時のディフェンスシステムで
す。そのため、相手チームのオフェンスがローポストで得点を取
るチームには有効なゾーンになります。またリバウンドを取るた
めにも有利なゾーンです。なぜなら、絶えずトライアングルポジ
ションに身長の大きな選手がいるからです。

◇3－2ゾーン
　ハイポスト付近を中心に守りたい時のディフェンスシステムで
す。そのため、相手チームのオフェンスがハイポストで得点を取
るチームには有効なゾーンになります。速攻も出しやすいのも特
徴の1つです。

◇ゾーンアタック
　オーバーロードという形を取り、数的優位になりギャップを攻め
ます。ポジショニングはボールサイドの方に4人、ヘルプサイドに
は1人配置します。そしてショートコーナーから攻めます。ショー
トコーナーはゾーンディフェンスのギャップ（守りエリアの境界）に
なるため、ここから攻めるのがセオリーです。



7） ポストマンの合わせ方
・ネジの動き
・ローポストの合わせ方
・ハイポストの合わせ
（社会人クラブ、講習会）

●ストライドストップからドライブ
　パスをキャッチしてストライドストップからドライブする練習をし
ました。ここで大事になることは突き出しです。ボールをキャッチ
したら、パッと腰のところにボールを持ってきます。そして、ステッ
プと同時にドリブルをついて下さい。これが遅れると、トラベリン
グになります。

●クロースオーバーからドライブ
　ストライドストップからドライブできないのであれば、スワイプし
てボールを反対サイドに移動してクロスオーバーで抜きます。ス
ワイプとは移動させる時に、ひざに下を通すことをいいます。そ
うすることで、ディフェンスの前にボールを移動せずにすむため、
ディフェンスのスティールされにくくなります。

●ロールからドライブ
　クロスオーバーできないぐらいディフェンスが張り付いてきた
ら、ロールして抜きます。ロールする時のポイントとしては、ター
ンする前に反対方向に顔を向けておくことです。こうすることに
よって素早くターンすることができます。

●ネジの動き
　ネジの動きとは、ドリブラーに対してオフボールマンがネジを回
すように同じ方向に合わせる動きのことです。ネジの動きができ
ればドリブラー（ドライブする選手）にもオフボールマン（ボールを
持っていない選手）にもシュートチャンスが生まれます。

●ローポストの合わせ方
・ウィングとボールサイドのローポストとの2on2
　ウィングがエンドライン側をドライブで抜いてきたら、ローポスト
マンはエルボーで合わせます。ローポストからエルボーに移動
する時は、リバースして、ボールマンにハンズレディーしながら
クロスステップで行います。サイドステップで移動しないようにし
ましょう。ウィングがフリースローライン側を抜いてきたら、ローポ
ストマンはショートコーナーで合わせます。

・ウィングとウィークサイドのローポストとの2on2
　ウィングがエンドライン側をドライブで抜いてきたら、ローポスト
はペイントエリアのバスケット（真ん中）に合わせます。ウィング
がフリースローライン側を抜いてきたら、ローポストのオフェンス
はカール（ゴールの裏側に移動）してシュートを狙います。

●ハイポストの合わせ
　ハイポストはリングにダイブして合わせます。

パスキャッチからドライブ
・ストライドストップからドライブ
・クロースオーバーからドライ
ブ
・ロールからドライブ
（（社会人クラブ）

インデックスへ戻る

リンク

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

　今回は8時間と長い時間指導を行っていきました。選手も皆さん一生懸命練習に取り組んでくれたお
陰で、質の高い練習ができました。行った内容としてはシュートの基本、合わせの動き、ディフェンスで
す。

　特に、シュートに焦点を当てて行っていきました。シュートの基本的な考え方が分かってきたのではな
いでしょうか。やり方が分かれば、あとは量です。ポイントを意識しながら、打ち込むと確率は上がって
くると思います。

　福井で初めての試みでありましたが、関係者の方々のご協力があり、無事に終わることができまし
た。お忙しい中どうもありがとうございました。感謝申し上げます。

　今後も自分ができる限りの能力を使って、少しでも福井に貢献できればと思っております。

http://basketballtutor.com/practice_report/2013/practice_report_index2013.html
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