
PRACTICE REPORT 2014
クロスロード 第4～6回目

担当指導員：鈴木良和

2014年11月28日金曜日～11月30日日曜日



指導のねらい

１．認知・判断のレベルアップ
→シグナルでプレーを選択
→合わせの動き・スペーシング
→速攻の判断

２．シュート指導
→シュートの基本原則
→シュートの実戦技術

３．ディフェンスの強化と対応するオフェンス
→読みと嗅覚のディフェンス
→エリア１〜３のスキル



①体幹刺激トレーニング

ウォーミングアップとして、体幹を刺激するファンドリルを行いました。
一つ目は、大根と農夫といって、二人組で片方が地面に固まり、もう一人が
それを持ち上げるゲームです。持ち上げられたら大根の負け、農夫の勝ちで
す。

もう一つは、最強のエンジン対最強のブレーキ対決です。二人組で片方は
四つん這いになり、前へと進んでいきます。もう一人が後ろから腰に手を回
してブレーキとなり、相手を前に進めないようにします。時間内にゴールラ
インまで進めればエンジンの勝ち、進めなければブレーキの勝ちです。

いろいろな遊びから体幹刺激を入れていきましょう！



股関節は球状関節で、右図のように最も大きな可動域を持
っています。右下の図を見ても分かるように、股関節の周り
には色々な向きに色々な筋肉がついていて、様々な方向に運
動できるようになっているのです。

しかし、日常生活の中ではこれらの筋群はほとんど活躍し
ておらず、歩行やダッシュ、ジャンプなど前後方向に足を動
かすような動作にしか使われていません。バスケットボール
で使うようなフットワークは非日常的な動作なので、普段使
われてないまま眠っている筋群を動員できるかどうかで動き
の質はかなり変わってきます。

単なる筋力の強さや身体の大きさで海外の選手達にアドバ
ンテージがあるのなら、日本の選手達はこういった使われに
くい筋群も動員するような身体運用のレベルアップ、動きの
質の向上で世界に対抗していきたいと考えています。

②股関節トレーニング



肩関節も股関節と同じく体幹と腕をつなぐ最も
可動域が大きい関節の一つです。

バスケットボールのハンドリング技術、シュー
トやパス、ドリブルなどは肩関節の動く範囲でプ
レーの幅が制限されてしまいます。

肩関節が大きく動かせるということが、ボール
をディフェンスから遠ざけたり、ボール移動でオ
フェンスのチャンスを作ったりするときに重要な
武器になるのです。

特に、ドリブルは手のひらを下に向けたままボ
ールを長く手のひらでキープすることで、パスや
シュートのチャンスが広がります。そのためにも
肩甲骨の周りが大きく動くことが重要です。トレ
ーニングしていきましょう！

③肩関節トレーニング



④トレーナビリティを高める

トレーナビリティとは、教育可能性とも訳されますが、我々
は学習能力の高さというような意味で捉えています。

日本は勤勉な国です。一生懸命練習する選手は多いです。し
かし、成長速度が早熟型の選手が機会をたくさん得る傾向にあ
り、成長可能性が低いまま今ある能力にしがみついてしまう問
題があります。

そして、これまで紹介してきたようなトレーニングが不足し
ているため、身体の学習能力が低いままだから長時間の練習を
要します。これでは、海外の選手とのポテンシャルの差は埋ま
りません。

世界と戦うために、日本の育成年代でいま最も意識を高くし
なければならないのは、トレーナビリティを磨くことだと考え
ています。時間は無限には無いのです。限られた時間の中で世
界と戦える選手達が育っていかなければなりません。



⑤対面パスの認知・判断・実行ドリル

バスケットボールやサッカーのように、相手に応じて技術を使い分けなければならないスポー
ツのことをオープンスキルのスポーツといいます。陸上や新体操、水泳やスケートのように相手
に応じて技術を使い分ける必要がないスポーツのことをクローズドスキルのスポーツといいます。

オープンスキルのスポーツは、認知・判断・実行という順番にスキルは発揮されます。日本で
は実行の練習が多く、認知と判断を磨く練習が少ないと言われています。ヨーロッパでは認知と
判断を磨く練習を重視しているという情報がたくさん入ってきています。

今回、対面のパス練習で単なる実行練習と認知判断を入れたドリルとの違いを紹介しました。

①単純なシグナルに応じて技術を使い分ける

②複数のシグナルに対して技術を使い分ける

③実際のディフェンスに対して技術を使い分ける

というような段階を踏みながら、徐々に認知しなければならない情報を少しずつ増やし、判断の
質を高め、実行のスキルも磨いていくことが重要です。



⑥レイアップかパスかの認知と判断

単なるレイアップ練習を、認知と判断を伴って練習するドリルをご
紹介しました。レシーバーの手のシグナルで状況を変えて、それに対
応する練習です。

レシーバーは手を後ろで組んでいる状況で待っています。ドライブ
プレーヤーがドリブルからレイアップにいくワンステップ目に、レシ
ーバーは〇か×の手を出します。ドライブプレーヤーはそのシグナル
を判断してパスを出すか、レイアップに行くかを選んでもらいました。

普段、普通にレイアップ練習をすれば問題なく決められると思いま
すが、こういった認知と判断の負荷が入った瞬間にレイアップの確率
まで下がってしまいます。

バスケットボールの試合では、常に最後まで技術を使い分けられる
状態でプレーしなければなりません。逆にパスの練習としても、突然
変わる状況に対応して素早くパスを選択できなければなりません。

単なるレイアップ練習も、単なる対面パスも簡単に出来るようにな
ったら、こういった認知と判断に負荷をかけて練習していきましょ
う！



⑦上下のパスの判断

午後のメインテーマである認知と判断のトレーニングで
す。最初は手前と奥を同時に認知、判断するためのトレー
ニングです。

ボールを持っている選手がドリブルをスタートしたら、
もう一人のオフェンスはダミーディフェンスをかわしゴー
ルに向かいます。

ボールマンのダミーディフェンスは、手を上げるか、下
げるかするので、ドリブラーはディフェンスの手を感じて、
上がっていればバウンドパス、下がっていればストレート
パスを出します。

レベルが上がってきたら、レシーバーの走るコースがダ
ミーの手前だったらインサイドハンドからパス、ダミーの
奥だったらアウトサイドハンドからパスを出すというよう
に、認知と判断に負荷をかけていきましょう！



⑧サークルルールドリル

オフボールの選手の認知と判断のトレーニングです。

両ウイングにコーンを置き、２人はコーンの前に立ちます。

ボールマンはコーンの右か左か好きな方を選んでドライブコー
スを決めます。

コーンの右側にドライブをしたら、オフボールマンはサークル
ルールで右に合わせて動きます。

コーンの左側にドライブをしたら、オフボールマンはサークル
ルールで左に合わせて動きます。

右に抜くか、左に抜くかの簡単な認知と判断ですが、オフボー
ルの選手はそれに基づいてすぐに対応を変えられなければなりま
せん。こういった単純で分かりやすい合わせの認知判断から導入
していくと、徐々に試合中の合わせの動きが良い判断になってい
きます。



⑨シュート指導を行う前に

練習に取り組む際の「考え方」を学んでもらいました。なぜ、
考え方から学ばなければならないかというと、考え方が行動を
決めるからであり、行動が習慣を決め、その習慣こそが技術と
してコートに発揮されるからです。

シュートの練習も右の絵と同じです。同じ練習をしているの
に、ある人には上手くなる方法が見えていて、ある人にはそれ
が見えていないということがあるのです。同じ練習を同じよう
にやっていれば上手くなるのではありません。

見え方が違えば、行動が変わるのです。練習に対しても同じ
です。見え方、感じ方、捉え方が違えば、行動が変わってくる
のです。

今回のクリニックで、シュートに対する見方を変えること、
そして、行動を変えることができるようにしましょう！



⑩シュート技術の基本知識

■リングの大きさ 直径45cm
■６号ボールの大きさ 直径約24cm ７号ボールの大きさ 直径約25cm
⇒中心に入った場合の前後・左右の余白 ★約10cm

シュートが外れる原因は2つしかありません。
①シュートが曲がっている
②距離がずれた
つまり、シュートが決めるために達成しなくてはいけないことは、
①ボールはリングに向かってまっすぐ飛んでいる
②ボールはリングのあるその距離にちょうど飛んでいる
この二つだけなのです。

前後左右10cm以上ぶれないような技術を身につければ、シュートは外れま
せん。



⑪まっすぐ打つ（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。



⑫まっすぐ打つ（ツーハンド）

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。なので、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。

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。



⑧フォロースルー（ワンハンド）
1）手首のスナップ

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）リフティング

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。肘の動かし方は、
手首と肘に見えないチョークをつけて、見えない黒板にそのチョークで直線を描く
イメージです。そのチョークが描く線が、いろんな寄り道をしていたり、ななめに
伸びてしまったら、それが曲がる原因です。

3）ボディのストレートアップ

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）シューティングラインのイメージ

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。



⑧フォロースルー（ツーハンド）
１）前腕の回内運動（スクリューの動き）
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）シューティングライン
鼻とへそ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）フォロースルー
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。

そうすることで、左右に曲がる原因が減ります。

４）ボディバランス
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。



⑨その距離に打つ

道のり＝速さ×時間

つまり、シュートの距離は速さと時間のコントロー
ルです。

時間というのは、アーチの高さで決まります。アー
チの高さも、上向きの速さで決まるので、結局のとこ
ろシュートの距離のコントロール力を高めるというこ
とは、速さのコントロールを磨くということです。

指先からボールが離れるときの「速さ」を感じ取り
ながらシューティングをしている選手と、なんとなく
膝を使って打っている選手で成長に差が出ます。

指のお腹から爪先までボールが転がる速さを感じな
がらシュートを打ちましょう！



⑩アーチを高くしたほうが良い理由

リングは上を向いているので、アーチの高いシュートの方が入る面積が広
くなります。スウィッシュを狙うときも、アーチが低いと奥か手前のリン
グに当たりやすくなるのでアーチは高く打てるようになりましょう。



⑪スキーマシューティング

試合での好不調の波を無くしていくことがシュート練習の究極の
テーマです。そのためには、試合になったら「いつもより長め」
「いつもより短め」というくらいの感覚で微調整ができることが重
要です。

そうなると、「いつもより」という「いつもの感覚」がつかめて
いることが大前提です。

いつもの感覚をつかむためにスキーマシューティングという練習
を行いました。シュートが入ったら一歩下がり、外したらその場で
修正という練習です。

シュートは再現性が重要です。同じようにシュートが打てない限
り、修正力を高めることができないからです。シュートフォームを
安定させて、修正力を高めつつ、このくらいの距離はこのくらいの
スピードで打てばよいといういつもの感覚を磨いていきましょう！

その感覚をつかむことができれば、自分のシュートタッチに軸が
できるので、修正がしやすくなっていきます。



⑫クイックモーションシューティング

2人組のクイックモーションシューティングです。オフェンスはトリプ
ルスレットポジションに構えます。ディフェンスはオフェンスの正面に
ハーフダウンの姿勢で立ち、ボールの正面に手をあてます。

オフェンスが突然シュートを打つので、ディフェンスはそれに反応し
てジャンプし、ブロックショットをします。

オフェンスはシュートモーションに予備動作があれば打てませんし、
シュートモーション自体が遅くてももちろんシュートを打つことが出来
ません。

このように、クイックモーションで打たざるを得ない状況を作り、こ
のクイックモーションの時のシュートが曲がる原因、シュートが前後に
ずれる原因をさぐっていきます。

この練習でシュートが前後左右にずれる原因は、リフティングからリ
リースまでの動作に限定できます。その曲がる原因を改善していけば、
試合中にシュートが前後左右にずれる原因をなくしていけるのです。



⑬オフドリブルクイックモーション

ドリブル後のジャンプシュートを練習しました。
ドリブルからシュートを打つまでに時間がかかると
実戦的ではありません。すばやさを出すために、ま
ずはクロスオーバーのドリブルジャンプショットを
練習してもらいました。

クロスオーバーの場合は、抜き足が地面に着く直
前にドリブルを突きだすことで、より素早く跳ぶ動
作に入ることができます。

「ダダダン」のリズムで素早くシュートモーション
に入れるようにしましょう。



⑭ガンマンシューティング

スペインのプロコーチが個人指導で行っていたドリ
ルですが、そのコーチいわく、シュートモーションは
西部劇のガンマンの動きだと言っていました。すばや
くて、それでいて正確に相手を射抜くことだそうです。

速いだけでも、正確なだけでも相手に勝てません。
速くて正確なことがガンマンドリルのポイントです。

レッグスルーから素早くシュートを打ってもらいま
したが、ドリブル後どんなところにボールがあっても
すばやく構えられるようになりましょう。そして、ゴ
ールに向かってボールがまっすぐ発射されるようにリ
フティングとフォロースルーを意識しましょう。



⑮クロスオーバーからのステップの使い分け

フロントチェンジからシュートへのステップの使い分け練習
を行いました。

良いシュートを身につけて、それを実践するには、ディフェ
ンスに対して“打つタイミングの判断”をしていかなければなり
ません。そして、いくつかの状況に対応できるだけの、“場面に
合わせた技術”を身につけておかなければなりません。

この練習は、フロントチェンジ後にすぐ打つか、もうワンド
リブルを足すか、ステップバックするかを選ぶための練習です。

技術はそれぞれ別々に使うのではなく、途中までは同じ動き
になっていることが重要です。ストップジャンプシュートを打
つ場合とステップバックする場合で、クロスオーバーするとき
のステップやバランスが変わらないこと、それと同じ状態から
もうワンドリブル追加することもできること、こういったこと
を意識して技術練習を続けましょう。



⑯ジョーダンムーブ

マイケルジョーダンのロール系のステップワー
クを紹介しました。

ドリブル中は何歩でもステップが踏める利点を
生かして、ロールターンムーブ中に小さなスキッ
プステップを使って加速するターンです。

そこからのフェイダウェイシュートはジョーダ
ンの無敵のテクニックでした。また、それをフェ
イクにしたステップインなどをマスターすれば、
ジョーダンやコービーといったスコアラーに近づ
くことが出来ます。

ぜひチャレンジしてみてください！



⑰ディフェンスの一歩目

●スタンス
右足と左足のつまさきを結んだラインが台形の中を指さな
いように気をつけましょう。
台形の中を指すスタンスは「メリークリスマス」と言って、
２点を相手にプレゼントするスタンスです。足を引かずにオ
フェンスのドライブインを止められるように練習しましょう。

●一歩目の反応
足だけが動いても意味がありません。重心が移動しなけれ
ばオフェンスの正面に入れないので、ダッシュと同じで、進
行方向の足が浮いているときに逆の足で地面を逆方向に蹴る
ことで重心は横に移動します。



⑱ハンドチェッキングにならない手の使い方

最高のプレッシャーディフェンスは、「ファールに一番近いファールじゃないディフ
ェンス」です。

「ファールじゃないけど、一番ファールに近いディフェンス」を実行するためには、常
にファールギリギリの激しいディフェンスをしている必要があります。

ファールに近いくらいのディフェンスをしていなければ、ファールとファールじゃな
いディフェンスとの境界線に気づくことができません。どこまでやるとファールになる
のか、それを感じ取りながら一番ファールに近いファールじゃないディフェンスを実行
していきましょう！

その際に最も強力な武器になるのが、「ハンドワーク」です。手をうまく使うことで、
相手にさらなるプレッシャーをかけることができます。しかし、使い方を間違えるとフ
ァールがなります。しかも、次の４月からは審判に新しいジェスチャーが加わります。
手を使ったディフェンスに対して今後さらに厳しいジャッジが増えるはずです。

ファウルにならない手の使い方は、相手の動き終わりに空間に手を出すことです。そ
うすることで、パスコースを遮断し、チェンジを躊躇させ、プレッシャーを継続するこ
とができます。



⑲ドライブに対するディフェンス

●ドライブ中のジャンプショットに対する準備
相手を抜き去れなかった場合、オフェンスはストップジャンプショットを狙ってきます。その時に、相
手が跳んでから手を挙げても遅いです。良い選手なら宙に浮いたらノーマークです。確率良くシュートを
決めてきます。

ドライブが始まったら、ディフェンスはシュートコースに挙げる手を早めに準備しておきます。最初か
らシュートコースに手があげられていたら、シュートする方はバランスが悪くなり、シュートの確率が下
がります。

●ドライブ中のターンに対するディフェンス
上手いオフェンスは、こちらがドライブのコースを止めるとターンを使って逆を抜いてきます。ディフ
ェンスはこのターンを先読みし、足を引かないでターンのコースに入りましょう。そしてお腹で相手のタ
ーンを受け止め、オフェンスファールをもらいましょう！！

●ラン＆グライド
手の肩が自分の腰に並んだら、もうオフェンスの方が勝ちです。こうなったときにスライドで対応しよ
うとしても追いつきません。

抜かれそうだなと判断したら、走る準備をします。ドライブのコースに先回りするように一歩走ってス
ライドでドライブのコースに入ります。すばやくこの動きに移ることができるかどうかがポイントです。



⑳ディフェンスに対するオフェンス

オフェンスのスキルアップを考える上で、ディフェ
ンスの存在は無視できません。ディフェンスはオフェ
ンスを止めるために日々努力を続けているのです。

オフェンスとしては、常にディフェンスの上をいっ
ていなければなりません。ディフェンスが用意してく
る工夫を上回り続ける必要があるのです。

今回紹介したようなディフェンスの工夫、努力に対
してオフェンスはどのような準備をしておけば良いか
ご紹介しました。

オフェンスとディフェンスは表裏一体です。みなさ
んのスキルが益々レベルアップするように、ディフェ
ンス面も強化していきましょう！



指導のまとめ

今回は、昨年ご紹介した1on1のスキルをさらにブラッシュアップするためにというテ
ーマで、

①ドライブした後の状況判断力を高める
②1on1後のシュートを決めきる
③ディフェンスを強化し、それを超えるオフェンスを目指す
という３つのポイントでクリニックを構成しました。

クロスロードはボールハンドリング、ドリブルスキルを磨くことに特化したクラブなの
で、選手たちは本当に高いスキルを持っています。この武器をさらに磨いていくためには、
今回紹介した判断力やシュート力、ディフェンス力を磨いていくことが非常に重要になっ
てきます。

クラブの練習時間は限られています。クラブでは今まで通り、ハンドリングやドリブル
の部分を徹底的に磨いていくのが重要だと思いますので、今回紹介したような側面は選手
の皆さん一人一人が意識を高くして日頃の自主練に落とし込んだり、部活で試してみたり、
またはクラブの練習の中でチャレンジを続けていってもらえればと思います。

３日間、とても充実していました！選手の皆さん、スタッフの皆さん、保護者の皆さん、
ありがとうございました（＾＾）また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています！！
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