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フローターにチャレンジ

　Practice Menu

オリエンテーション 　最初に、だまし絵を使って、今回の練習では「今まで見えてい
なかったことが見えるようになること」「今まで気づけていなかっ
たことに気付くこと」の重要性をご紹介しました。
　見え方が違えば、行動が変わります。
　この絵の女性が重い荷物を持って階段の前に立っていたら、
皆さんは手伝ってあげようとしますか？
　お婆さんに見えていた人は助けようとすることができるかもし
れません。しかし、若い女の人に見えていたら、手伝おうとは思
わないかもしれません。

　同じ練習をしていても、上手くなるために大事なポイントが見え
ていない選手は、気づけないのです。

　シュートが入る原則にそって決めるためにはどうすればよいか
ではなく、外れないようにするにはどうしたら良いかを練習してい
きました。
　悪いシュートフォームで練習していきよりも、良いシュート
フォームとは何かを理解したうえで練習することがシュート力
アップにつながります。

　シュートの原則
1.ボールがまっすぐリングに飛ぶ
2.ちょうどその距離にボールが飛ぶ

　この2つが達成できれば、基本的にはシュートは絶対に外れま
せん。
　ゴールは上向きなので、ボールは上から落ちてきた方が入る
面積が多くなります。

3.アーチを高く打つ

　この原則を達成することが、確率良くシュートを決めるというこ
とです。

　リングの直径が45ｃｍです。
　みなさんが使っているボールは（6号ボールは直径は23～24ｃ
ｍ）（7号ボールは直径は24～25ｃｍ）左右前後に10ｃｍ以上ぶ
れないシュートを身につければ、シュートは必ず入るということに
なります。

シュートの基本を理解する

オフドリブルショットを決める

日時情報 参加者情報 指導者情報 依頼者・チーム名 

第2回目指導 

7月6日土曜日 

9：15～12：00 

指導のねらい 

小学生女子 50名 ■ 関谷 悠介 



2）

３） まっすぐ打つ（構え・持ち方） ＜ワンハンド＞
1） どの指がボールの中心を支えるべきか
　肘を腰につけたままリングに向かって小さく前へならえをしま
す。そのまま手首を90度反って、手のひらを大きく開きます。肘
を腰から離さないようにして指先が天井を向くように回内してい
きます。

　この時、中指が真上を向く子は、中指がシューティングフィン
ガーです。人差し指が真上を向いたところで止まってしまう子は
人差し指がシューティングフィンガーです。シュートは、シューティ
ングフィンガーがリングの中心を指すようにフォロースルーをしま
す。

　人差し指と中指の間が真上を向く子は、この2本のシューティン
グフォークがリングの中心を指すようにフォロースルーします。

2） 手のひらをボールの形に合わせて安定させる
　ボールを下から持って、左右に振ってもボールが安定している
ように持ちます。

3） 2Ｌでシューティングテーブルを作る
　ボールの真下に腕が来るように、肘を90度に曲げます。このと
き、腕の位置は利き足の真上にくるようにしましょう。

4） サポートハンドでガイドラインを作る
　非利き手を横からそえます。この手の小指がリングの端を指す
ようにします。手のひらが自分に見えるような角度になってはい
けません。この小指が指すガイドラインに向かってまっすぐ利き
手をスナップします。

＜ツーハンド＞
１）人差し指と人差し指の延長上がボールの中心
　ツーハンドは、両手の人差し指が最後に同時にボールを離し
ます。ですので、両手の人差し指の延長上がボールの中心にな
るようにボールを持ちます。左右から安定してボールを持てるよ
うに、両手の親指と人差し指で三角形を作りましょう。

２）肘から手首のラインが人差し指の向きに
　ボールの中心と両肘で作る三角形も、両手で作った三角形と
相似（すべての角度が同じ）になるようにしておきます。この2つ
の三角形の中心がゴールを指すように構えましょう。

　この2つの三角形を作ることをダブルトライアングルと言ってい
ます。

まっすぐ打つ（構え・持ち方） ☆シュートの考え方
　＜シュートの基礎知識＞
　　・リングの大きさ　　　　直径45cm
　　・5号ボールの大きさ　直径約23cm
　　・中心に入った場合の前後・左右の余白　　★約11cm

　上でも述べた通り、シュートで達成するべき項目は、
　①まっすぐ打つ
　②その距離に打つ
の2つだけです。

　つまり、シュート練習の時に何を意識するのかというと
　①左右にシュートが外れた場合、左右に曲がった原因（シュー
トフォーム）を修正する
　②前後にシュートが外れた場合、指から離れた時のボールの
速さとボールの軌道のイメージを修正する
の2つです。

　この2つについて反省のないシュート練習は、シュート力のレベ
ルアップにあまりつながりません。

　この2つの反省材料について、常に自分で自分のシュートを確
認しながら練習していくようにしましょう。これを「セルフフィード
バック」と言います。



４）

５）

まっすぐ打つ（タッチ・フォロー
スルー）

＜ワンハンドの場合＞
1） シューティングフィンガーがゴールの中心を指すようにまっす
ぐスナップします。

2） 前腕も上腕もリングに向かって真っすぐに向くようにします。

3） 肩のラインが曲がっていたり回転したりしてしまうとボールは
曲がりやすくなるので、ストレートダウン・ストレートアップを意識
します。

4） 利き足はリングを指します。この利き足とゴールを結んだ線を
シューティングライン（ゴールライン）と言います。シューティング
ライン上をボールが飛んでいくイメージです。

＜ツーハンドの場合＞
1） 回内の動きを使って人差し指をリングの上に向けて伸ばしま
す。

2） 鼻とリングを結んだラインがシューティングラインです。その
ラインにボールの中心をまっすぐ押しだします。

3） 手の甲と甲がシューティングラインを挟んで向き合うように
フォロースルーしましょう。指先が前後、上下にずれていたり、左
右で傾きが違うスナップやタイミングの違うスナップをするとボー
ルが曲がってしまいます。

4） ツーハンド（ボースハンド）は、2つの力の合力がまっすぐゴー
ルに向かわなければならないので、身体の傾きや回転が曲がる
原因として大きく影響してしまいます。ストレートダウン、ストレー
トアップはワンハンド以上に重要です。

その距離に飛ばす 　シュートは前後左右に10ｃｍ以上ずれなければ必ず入ります。
次は、前後に10ｃｍ以上ずれないようなシュートにするための工
夫です。これは、ワンハンドもツーハンドも同じポイントになりま
す。

1） フォロースルー（打った後の形）はボールが地面に落ちてくる
まで止めましょう。そのときの、「このくらいの強さで、このくらい
の距離に飛んだ」という感覚を身体に残しておくことが、距離感
をつかむうえでとても重要です。

2） 肘は伸ばしきりましょう。肘の伸ばしがいつも違うといつも距
離のコントロールが変わってきてしまいます。再現性が高いこと
が重要です。

3） 肩が前後に移動しないようにしましょう。まっすぐしゃがんで
まっすぐ跳ぶ、「ストレートダウン・ストレートアップ」が重要です。

＜マジックタッチ＞
　距離感の調節では、シュートフォームやアーチを変えるのでは
なく、指先の力加減を変えることが重要です。
　指先の力加減は、ボールに力を入れるタイミングを変えること
です。早めに力を入れて飛ばすことを引っかける、タイミングを
遅めに離すことを抜くと言います。これは指先の感覚をつかむこ
とが重要です。うまくできない場合は、ボールが手のひらを転
がっているのを感じるようにしましょう！
　この「抜く」と「引っかける」のマジックタッチのテクニックを使っ
て、シュートの距離をコントロールすることができるように練習し
ていきましょう。

＜ツーハンド＞
１）人差し指と人差し指の延長上がボールの中心
　ツーハンドは、両手の人差し指が最後に同時にボールを離し
ます。ですので、両手の人差し指の延長上がボールの中心にな
るようにボールを持ちます。左右から安定してボールを持てるよ
うに、両手の親指と人差し指で三角形を作りましょう。

２）肘から手首のラインが人差し指の向きに
　ボールの中心と両肘で作る三角形も、両手で作った三角形と
相似（すべての角度が同じ）になるようにしておきます。この2つ
の三角形の中心がゴールを指すように構えましょう。

　この2つの三角形を作ることをダブルトライアングルと言ってい
ます。



６）

７）

８）

クイックシューティング 　試合では素早く打てる能力が必要です。練習でゆっくり構えて
余裕のあるシュートを打っても試合でそういった状況は、ほとん
どありません。

　今回はミートでのトラベリングも防止できるクイックミートからの
シュート技術をご紹介しました。通常のパスミートの形でボール
を受けますが、パスキャッチと着地＆ジャンプがほぼ同時にな
るようにします。空中でパスを受けてから、ノーマルのタイミング
でジャンプするよりもクイックになり素早さが増します。

　このミートを意識するとミート→着地→ジャンプの素早さだけで
なく、ミートが遅れた時のトラベリング防止にもなりますのでお勧
めです。

　ヨーロッパの選手やNBAの選手で、クイックモーションで打てる
シューターは、こういったスキルも持ち合わせています。

　是非、意識して練習してもらいたいシュートスキルです。

オフドリブルショット
　・ワンドリブル
　・ツードリブル

■ワンドリブル
　まずはワンドリブルから素早くシュートする練習です。ドリブル
とステップのリズムは「ダダダン」になります。ドリブルから素早く
打つためのリズムになります。
　ドライブステップ中の急ストップ→ドリブルキャッチ→シュート
モーションまでがかなり早くなります。

　ボールだけ先行してしまう場合は「ダン・ダダン」、クロスステッ
プでジャンプしジャンプストップになってしまうと「ダダン・ダン」に
なります。
　どちらもショットまでが遅くなる原因になりますので、気をつけ
て下さい。

　そして女子の選手に特に多いのですが、ストップステップを踏
む際にスタンスが前後に開いてしまったり、いつもジャンプストッ
プになってしまったりします。
　素早いストライドストップからグッドスタンスになるようにして下
さい。

■ツードリブル
　ワンドリブルとポイントは同じです。2つ目のドリブルで「ダダダ
ン」のリズムとなるようにドリブルとステップを踏みます。
　ツードリブルやスリードリブルからのストップになると少し難しく
なりますが、身体で覚えれば簡単です。

　出来るようになったら、常にレイアップを狙うモーションからの
急ストップとなるように練習していきましょう。

連続外しNGドリル 　再現性の高いシュート（いつ、どこから打ってもフォームやアー
チが変わらないシュート）を打てる選手は、シュートの修正力も
同時に高まります。
　再現性の高いシューターは、外した時に自分のシュートの
ちょっとした違いと外れた原因を探る事ができるのです。フォー
ムやアーチがバラバラなシューターは、何が良くて入っているの
か、何が悪くて外れているのか分かりません。
　よって、連続で決める事が出来ませんし、外したシュートを修
正する事が出来ません。

　このドリルでは、再現性を意識しながら外した時の修正力を磨
きます。連続で外せませんので、良いフォームとアーチを意識し
ながら、1本1本を打つ必要があります。その中で外してしまった
時に次のシュートで修正します。

　優秀なシューターは、3Pでも20本は続けて打つ事が出来ま
す。もちろん連続で決めていくのが理想ですが、もし外しても1本
で修正できる能力も磨いていきましょう。

その距離に飛ばす 　シュートは前後左右に10ｃｍ以上ずれなければ必ず入ります。
次は、前後に10ｃｍ以上ずれないようなシュートにするための工
夫です。これは、ワンハンドもツーハンドも同じポイントになりま
す。

1） フォロースルー（打った後の形）はボールが地面に落ちてくる
まで止めましょう。そのときの、「このくらいの強さで、このくらい
の距離に飛んだ」という感覚を身体に残しておくことが、距離感
をつかむうえでとても重要です。

2） 肘は伸ばしきりましょう。肘の伸ばしがいつも違うといつも距
離のコントロールが変わってきてしまいます。再現性が高いこと
が重要です。

3） 肩が前後に移動しないようにしましょう。まっすぐしゃがんで
まっすぐ跳ぶ、「ストレートダウン・ストレートアップ」が重要です。

＜マジックタッチ＞
　距離感の調節では、シュートフォームやアーチを変えるのでは
なく、指先の力加減を変えることが重要です。
　指先の力加減は、ボールに力を入れるタイミングを変えること
です。早めに力を入れて飛ばすことを引っかける、タイミングを
遅めに離すことを抜くと言います。これは指先の感覚をつかむこ
とが重要です。うまくできない場合は、ボールが手のひらを転
がっているのを感じるようにしましょう！
　この「抜く」と「引っかける」のマジックタッチのテクニックを使っ
て、シュートの距離をコントロールすることができるように練習し
ていきましょう。



９）

10）

11）

フローターショット 　中学生の映像を見てもらい、まずフローターの有効性を感じて
もらいました。大きい選手相手にシュートを決めるためには、確
実に必要なスキルになると思いますし、トップレベルの選手達は
実際に高確率で決められるように練習しています。

　今回は一般的な打ち方である「ワンステップからの逆手フロー
ター」をご紹介しました。ディフェンスとのタイミングを外しやす
く、ワンステップからの逆手もショットハンドとして使いやすいの
でお勧めです。

　横浜の大会にて、フローターが当たり前のように見られる環境
であって欲しいと思っていますので、是非たくさん練習して下さ
い。

1on1総合ドリル
　→1on2

　最後にクイックショットを打つか、ダメならオフドリブルショットor
フローターを使う、1on1と1on2を総合的に練習していきました。
　ディフェンスの身長やスピードまでを考慮し、より確率の高い
ショットを選べるように意識しましょう。

　1人目のディフェンスは最初のパスからオフェンスに打たれたら
プッシュアップです。オフェンスは、クイックショットを狙いながら
ディフェンスが出てくればカウンタードライブを狙います。
　ここでヘルプディフェンスとの間合いを感知し、ストップ＆ショッ
トかフローターなどを選びます。

　近くのディフェンスは感じ、遠くのディフェンスをｙく見ておくこと
がポイントでしたね。
　GAME中のビジョンにも活かしてみるようにして下さい。

オフドリブル判断ドリル 　ディフェンスとの間合いで、ワンドリブルかツードリブルを選ん
でシュートする練習です。この状況判断ドリルでは、ヘルプディ
フェンスとの距離でドリブルの回数を判断してもらいました。

　スペースがあれば少しでもリングに近づいてシュートするべき
です。しかし、ディフェンスにつかまってしまうとシュートチャンス
を逃します。

　ディフェンスが間に合わないタイミングでシュート出来るように、
準備しましょう。

オフドリブルショット
　・ワンドリブル
　・ツードリブル

■ワンドリブル
　まずはワンドリブルから素早くシュートする練習です。ドリブル
とステップのリズムは「ダダダン」になります。ドリブルから素早く
打つためのリズムになります。
　ドライブステップ中の急ストップ→ドリブルキャッチ→シュート
モーションまでがかなり早くなります。

　ボールだけ先行してしまう場合は「ダン・ダダン」、クロスステッ
プでジャンプしジャンプストップになってしまうと「ダダン・ダン」に
なります。
　どちらもショットまでが遅くなる原因になりますので、気をつけ
て下さい。

　そして女子の選手に特に多いのですが、ストップステップを踏
む際にスタンスが前後に開いてしまったり、いつもジャンプストッ
プになってしまったりします。
　素早いストライドストップからグッドスタンスになるようにして下
さい。

■ツードリブル
　ワンドリブルとポイントは同じです。2つ目のドリブルで「ダダダ
ン」のリズムとなるようにドリブルとステップを踏みます。
　ツードリブルやスリードリブルからのストップになると少し難しく
なりますが、身体で覚えれば簡単です。

　出来るようになったら、常にレイアップを狙うモーションからの
急ストップとなるように練習していきましょう。



　今年度もご依頼頂き、ありがとうございました！
　選手達、指導者の皆様、保護者の皆様まで、暑い中にも関わらず非常に熱心に参加して頂き、僕も
一層全力を尽くすことが出来ました。素晴らしい時間をありがとうございました。

　女子は今回もシュートをメインにし、実戦的にドリブルからのシュートやフローターを紹介していきまし
た。
　単純なステップのレイアップばかりでなく、急ストップからのミドルシュートやフローターで、ディフェンス
に捕まらないスキルをたくさん覚えてもらいたいと思います。

　今回の講習で、横浜の選手が日本のトップで活躍するきっかけとなる事を願っています。
　更に言えば、世界でも通用する選手が横浜から出てくるよう、今後も応援しております。

　それでは、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

1on1総合ドリル
　→1on2

　最後にクイックショットを打つか、ダメならオフドリブルショットor
フローターを使う、1on1と1on2を総合的に練習していきました。
　ディフェンスの身長やスピードまでを考慮し、より確率の高い
ショットを選べるように意識しましょう。

　1人目のディフェンスは最初のパスからオフェンスに打たれたら
プッシュアップです。オフェンスは、クイックショットを狙いながら
ディフェンスが出てくればカウンタードライブを狙います。
　ここでヘルプディフェンスとの間合いを感知し、ストップ＆ショッ
トかフローターなどを選びます。

　近くのディフェンスは感じ、遠くのディフェンスをｙく見ておくこと
がポイントでしたね。
　GAME中のビジョンにも活かしてみるようにして下さい。


