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PICK UP!   a Shot

クリニックスケジュール

 

12:30
正面入口よりご来場いただき、通路を左手奥にお進みください。受付にて購読者の方々には特製ノートを
プレゼントします。ご予約のお名前とノート引換券を係員にご提示ください。

 

12:40

 

 

クリニック内容

 

「1オン1アタック」で競争心を刺激する　[54号 p.4]
DRILL

 

臨時号

2017年10月に完成したアリーナ立川立飛。
Bリーグ アルバルク東京がホームアリーナとして
使用。多摩モノレール「立飛駅」より徒歩1分と

SHOOTING

「バスケットボール・コーチウイークリー」は英国で発行され、北米をはじめ全世界で購読されているコーチング誌（電子書籍）です。

抜群のアクセス。

受付

開場

……………………………………………………………………………………………………………………

本クリニックは、紙面では解らないスピードやタイミングなどを体感していただくことを目的としています。
実際のコートでご覧いただくため、シューズをお持ちくださいますようお願いいたします。

……………………………………………………………………………………………………………………

クリニック1…………………………………………………………………………………………………… 13:00
クリニック1では早稲田大学女子バスケットボール部に実演していただきます。女子チーム特有のテンポや
女子選手にマッチした内容をご用意しています。

休憩 …………………………………………………………………………………………………………………… 15:00
2時間のクリニック1おつかれさまでした。クリニック2までの間ご休憩ください。受付では特製ノートの
販売も行っています。ご購読されていない方も当日定期購読のお申込みを受付けております。
もちろん特製ノートをその場でプレゼントいたしますので、係員までお申し付けください。

クリニック2 …………………………………………………………………………………………………… 15:30
クリニック2では早稲田大学男子バスケットボール部に実演していただきます。男子のスピードや
パスの距離感、フロアバランスなど女子との違いを感じられることでしょう。

休憩 …………………………………………………………………………………………………………………… 17:30
質疑応答＆EXTRA …………………………………………………………………………………… 17:40
本クリニック内の質問はもちろんのこと、それ以外の質問も大歓迎！参加者は全員コーチです。
日頃の疑問などを全員で共有することが明日のコーチングに役立ちます。海外のクリニックではこの時間が
いちばんヒートアップします。今日の疑問は明日に残さずに！

TIME

閉会 …………………………………………………………………………………………………………………… 18:00

スクリーンザスクリーンで、3ポイントシュートのチャンスをつくる　[58号 p.6]
ミドルにフラッシュ、逆サイドへキックアウト　[60号 p.8]

1つのドリルでインサイド＆アウトサイドの視野を広げる　[56号p.9]

アクションをつなげてレイアップのチャンスをつくる　[58号p.4]
試合のようなシュートを打つシチュエーションを作る　[56号p.8]

ボールスクリーン、ドライブ＆キック 　[40号p.4]
ハンドオフ＆スクリーンでペリメーターをオープンに 　[56号p.6]
ディープなハンドオフでミドルアタックをセットアップ 　[53号p.6]

SET OFFENSE

22ボックスで強いディフェンダーを育成する　[49号p.10]
スプリント＆リカバー　[45号p.9]
数的優位に立たれても負けないタフさを養成する　[59号p.10]

DEFENSE
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

アーリーシーズンドリルEARLY-SEASON DRILLS

全力でスプリントやハッスルさせることで、スタンダードな1オン1ドリルに新たな要素を追加しよう。

「1オン1アタック」で競争心を刺激する

なぜ、これを使うのか
誰が一番やる気があって、良いコン

ディションかを見極める。また反対に、
やる気を高めるための強い刺激が必要
なのは誰かを見極める。

セットアップ
1人のプレーヤーがサイドラインの

方を向いて、片足をフリースローライ
ンの上に乗せ、ボールを持つ。ディフェ
ンダーはボールマンのすぐ後ろに立つ。
お互いの足が接触している状態。他の
プレーヤーはベースラインに沿って一
列に並び、2人を応援する。

プレーの仕方
●コーチの「ゴー！」でプレー開始。ボー
ルマンはセンターサークルに向かって
ハードにドリブルし、センターサーク
ル内を足でタッチする。
●ディフェンダーはベースラインへス
プリントし、列の先頭に並んでいるプ
レーヤーとハイタッチする。（図1）
●ボールマンは向きを変え、バスケッ
トに向かって戻る。
●ディフェンダーはボールを止める。
オフェンスプレーヤーにイージーに抜
かれないように。（図2）
●1オン1で競争する。オフェンスが
得点した場合、そのプレーヤーはその
ままオフェンスに残り、アクションをも
う一度スタートする。
●ディフェンスがリバウンドを取った
場合、あるいは、オフェンスを止めた
場合、もしくはスティールに成功した
場合、そのプレーヤーは次にオフェン
スになる。オフェンスプレーヤーは列
の最後尾に並ぶ。（図3）

テクニック
攻守どちらにとってもハッスルが重

要だ。

1

2

3

ボールマンはスピードドリブルで
センターサークルに向かう。

シューターが得点を決めたら、そのプ
レーヤーはそのままコートに残り、も
う一度オフェンスとしてプレーする。

プレーヤーは必ずセンタ
ーラインを足で踏んでい
なければならない。そして
コーチが「ゴー！」と叫ぶ
まで動けない。

ディフェンダーは列の先頭
のプレーヤーにハイタッチ
し、ピボットし、ディフェン
スする。

ディフェンダーはオフェンスエンドで
プレーする権利を勝ち取るためには、
オフェンスを止めなければならない。
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

フルコート・ゲームウィナーFULL-COURT GAME WINNER

アイオワ大学は、州内のライバルであるアイオワ州立大学との試合で、1点差を追いかけていた。逆サイドのベースラインからの
インバウンドでこのセットを使い、完璧にノーマークの3ポイントシュートチャンスを作り出した。

スクリーンザスクリーナーで、
3ポイントシュートのチャンスをつくる

なぜ、これを使うのか
アイオワ州立大学を83対82で追い

かけていたアイオワ大学は、8秒でフル
コートをカバーした。ダブルスクリーン
を囮（おとり）として使い、その後、スク
リーナーの1人にスクリーンをかけ、ノー
マークでのシュートチャンスをつくる、
という十分に練られたプレーを行った。

セットアップ
#2と#3はサイドラインを走るため

に広くスペースをとる。#5はコートの
ミドルに。#1はキャッチアンドゴーの
準備を整える。#4はインバウンドパス
を#1へ。

プレーの仕方
●#4は#1にパス。#1はすぐにドリブ
ルでコートを上がり、#2と#3は両サ
イドのレーンを走る。#5はミドルから
スタートし、左コーナーに向かって走る。
#4はパスの後、ミドルへ走る。（図1）
●#3と#4は#5の方向へ移動する。
#5はコーナーから出て、彼らのダブル
スクリーンを使ってミドルへカール。ダ
ブルスクリーンの使用により、ディフェ
ンスの注目を#5に集められる。（図2）
●#1は#5がディフェンスの注目を引
きつけていることを確認する。
●#4はややベースライン方向に移動
し、#3にスクリーンをセット。#3はス
クリーンを使ってカールアラウンドし、
#1からのパスを受け取る。#3はノー
マークでシュートを打つ。#4#5#2
は、シュートが外れた場合に備えてバ
スケットへリバウンドする。（図3）

テクニック
ディフェンスがスペースをもたらして

くれていれば、#1はまずコートを上がり、
勢いをつけてから、インバウンドパスを
受け取ってアクションを開始する。

1
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#1はもし可能なら、ボールがインバウンド
される前であってもコートを上がり、勢いを
つけなければならない。

ディフェンスに囮をしかけるため、#5はパスを受け取る体勢を
取りながら、ダブルスクリーンをカールアラウンドする。

#2#5#4はバスケットへリバウンド。試合修了
時間が迫っているため、ミスをやり直す時間は
ないからだ。

#5はコーナーの
深い位置に入り、
ダブルスクリー
ンをセットする。

#3はカールし、ディフェンダーがリカバーする前に、そしてブザ
ーが鳴る前にキャッチアンドシュートを決める。このアクションは
ノーマークの状態を作り出せるので、シューターを信頼しよう。
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

ポストプレーヤードリルPOST-PLAYER DRILLS

ポストプレーヤーは逆サイドのブロックからミドルへフラッシュし、パスをキャッチ、リップスルー、
そして逆サイドのウイングへキックアウト。逆サイドのウイングはドリブルでバスケットに近づく。

ミドルにフラッシュ、逆サイドへキックアウト

なぜ、これを使うのか
ガードとフォワードに分かれてエン

ドに立ち、スキルを強化する方法は、
練習時間を最大限に使え効率的であ
る。ポストプレーヤーには一連の動き
を何度も練習させよう。

セットアップ
コーチはボールを持って左ウイング

に立つ。ポストプレーヤーはボールサ
イドのブロック付近に、もう1人は逆
サイドのショートコーナーに、残りの1
人は逆サイドのウイングに立つ。

プレーの仕方
●逆サイドのショートコーナーのプ
レーヤーは、フリースローラインのす
ぐ下、コートのミドルへハードにフラッ
シュ。コーチはフラッシュしてきたプ
レーヤーにパス。
●レシーバーはボールをキャッチし、
試合と同じようにバスケットを素早く
見る。最初のオプションはバスケット
へアタックすることだ。バスケットを
見た後、ボールをリップスルーし、逆
サイドのウイングへパス。（図1）
●キャッチしたら、新たなボールマン
はバスケットに向かって一直線にドリ
ブルで進む。
●パッサーはウイングへ移動し、ボー
ルを持ったプレーヤーと入れ替わる。
●ボールに触れていないポストは逆サ
イドのショートコーナーへ移動。（図2）
●シューターはバスケットに得点し、
ネットを通過したボールをつかみ、コー
チにアウトレットパスを送り、ボール
サイドのブロックへ移動する。
●アクションを続ける。（図3）

テクニック
プレーヤーがボールをキャッチする

際は、リップスルーとパスのコントロー
ルをしやすくするため、必ず親指をボー
ルにつけるように指導しよう。

1

2

3

フラッシュしてきたプレーヤーは
レーン内の完璧な場所に出なけ
ればならない。ファウルラインで
はハイすぎるし、ローすぎるとバ
スケットへ侵入する角度に余裕
がなくなる。

ネットを通過したボールをつかみ、
力強いアウトレットパスをする。こ
れが、このドリルで強化できるもう
1つのスキルであり、見落としては
ならない。

ウイングのプレーヤーはキック
アウトパスの準備を整え、キャ
ッチ時の勢いを利用し、バスケ
ットに向かって攻撃を開始する。

ドリブラーはバスケットにハードに
向かい、パワーレイアップでその動
きを終わらせる。

プレーヤーは既に所定の位置につ
いている。コーチが次のパスを出
せる準備が整い次第、プレーヤー
をミドルへフラッシュさせ、ドリ
ルを続けよう。
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

5ボールシューティングドリル5-BALL SHOOTING DRILLS

レーンを横切ってスクリーンをかけ、そのスクリーンから出て、シュートに最適な位置でボールを受け取り、すばやくシュートを打つという
一連のアクションは、インサイドチャンスとアウトサイドチャンスを同時に生み出し、チーム全員を参加させ続けることができる。

1つのドリルでインサイド＆アウトサイドの視野を広げる

なぜ、これを使うのか
プレーヤーが自分の順番を待ってい

る間にただ立ち尽くして、見ているだけ、
という状況は避けたい。このドリルは全
員をドリルに参加させつつ、何度もバス
ケットにシュートをさせることができる。

セットアップ
プレーヤー1人は左ブロックから、も

う1人はウイングに立つ。残りのプレー
ヤーは右サイドで2列に分かれる。1列
はブロック付近に、もう1列はウイング
に並ぶ。右ウイングに立つプレーヤー
は全員ボールを持つ。右ブロックの列
に並んでいるプレーヤーは、最後尾と
後ろから2番目のプレーヤーだけがボー
ルを持つ。

プレーの仕方
●#6はレーンを横切って#5にスクリー
ンをセット。#5は右サイドへハードに
カットし、#2からのパスを受け取る。
●#5はバスケット付近からシュートを
打ち、リバウンドを取る。（図1）
●#2が #5にパスをしたらすぐ、#2
はレーンを横切って#1のためにスク
リーンをセット。#1はボールサイドに
移動し、#7からパスを受け取る。
●#1はジャンプシュートを打ち、リバ
ウンドを取る。#5は右サイドのベース
ラインの列の最後尾に並ぶ。（図2）
●#7はレーンを横切り、#6のために
スクリーンをセット。#3は#6にパスし、
#6はバスケット付近でシュートを打つ。
●#3はレーンを横切って#2のため
にスクリーンをセット。#2はカールア
ラウンドし、#8からパスを受け取って
シュートを打ち、リバウンドを取る。（図3）

テクニック
動きはたくさん生じるが、プレーヤー

がアクションを理解するのに長い時間は
かからないはずだ。

1

2

3

#6はレーンをハードに横切り#5の
ためにスクリーンをセット。#5はボ
ールサイドに向かって#6のすれす
れを走る。

#5にパスをした後、#2は#1のため
にレーンを横切りスクリーンをセット。
一度セットしたら動かないように。

#2は動いている#5にパス。
このパスは#5が得点するの
に絶好の位置でなければなら
ない。#5はボールに手を伸ば
したり、移動したりしてはなら
ない。

#1はそのスクリーンをカールアラ
ウンドし、#7からのパスを受け取る。
つまり、シングル・キャッチアンドシ
ュートの動きとなる。

ミッドレンジジャンプシュート
の後、リバウンドを取り、ウイン
グの列の最後尾に並べるよう、
このドリルではガードがハイに
居続ける。
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

5ボールシューティングドリル5-BALL SHOOTING DRILLS

どのチームも、ペリメーターのハイをカールするシューターをノーマークにするため、エルボーからブロックへのダウンスクリーンが
含まれたセットを採用する。このドリルを使って、プレーヤーに何度も練習させよう。

試合のようなシュートを打つシチュエーションを作る

なぜ、これを使うのか
シューターにはリズミカルに、確実

に決まるシュートを打たせ、自信をつ
けさせたい。このドリルはハイに出て来
るシューターをノーマークにし、ミッド
レンジジャンプシュートを打たせるため
に、ダウンスクリーンをかける基本的な
プレーだ。チームの誰もがこれをでき
るようにすべきだ。

セットアップ
プレーヤーは各ブロック付近からス

タートする。右の列に並んでいるプレー
ヤーは全員ボールを持つ。同様に、左
の列に並んでいる最後尾と後ろから2
番目のプレーヤーもボールを持つ。

プレーの仕方
●#1は#3にダウンスクリーンをセッ
ト。#3はそのスクリーンを使ってVカッ
ト。
●#2は#3へパスし、#3はエルボー
からジャンプシュートを打つ。#3はそ
のリバウンドを取る。（図1）
●パスの後#2は#4のためにスクリー
ンをセット。#4はそのスクリーンを使っ
てVカットし、エルボーに出る。
●#5は1回ドリブルし、#4にパス。
#4はシュートし、そのボールのリバウ
ンドを取る。
●#3は右列の最後尾に並ぶ。（図2）
●#6はドリブルし、#5が #1にダウ
ンスクリーンをかける。
●#1はVカットし、#6からパスを受
け取る。#1はシュートを打ち、リバウ
ンドを取る。
●#4は左列の最後尾に並ぶ。（図3）

テクニック
ダウンスクリーンは、固く動かずに

セットする。そして股間を守るために両
手を体の前に下ろす。これは素早い動
きが要求されるドリルだが、何回か行
えば、プレーヤーはコツをつかむはずだ。

1
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#1は下がり、試合さながらの
スクリーンをセットし、#3を
ノーマークにする。#1はしっ
かり踏ん張り、動かないこと。

次のプレーヤーは1回ドリブルし、
コートの深い位置へ入る。その後、
ダウンスクリーンから出てきたプ
レーヤーにパスする。

ドリルは最初のスクリーナーが
ダウンスクリーンを受け、そのス
クリーンを使ってVカットし、ノ
ーマークでエルボーからシュー
トを打つまで続ける。

#3がボール目がけてカールしてき
たら、#2は#3にパスを送る。それ
によって、容易にキャッチアンドシ
ュートの動きができるようになる。

最初のシューター（#3）はリバウンドを
取り、反対側の列の最後尾に並ぶ。
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プレーヤーの動き ボールの動き ドリブル シュート

シューティングドリルSHOOTING DRILLS

このドリルは、基本的にはレイアップを練習するドリルだ。まずボールスクリーン＆ロール、キックアウトパス、リターンパス、
そしてショートコーナーへ近づき、キャッチアンドスコアを行う。

アクションをつなげてレイアップのチャンスをつくる

なぜ、これを使うのか
ボールスクリーンの使い方、ハイロー

パスの作り方、そしてなぜ動き続ける
ことが高いシュート確率をもたらすの
かをプレーヤーに教える。

セットアップ
左ウイングに1人のプレーヤー（図1

では#2）、右ウイングには残りのプレー
ヤーが列になって並ぶ。右列の先頭の
プレーヤーがボールを持つ（図の例で
は#1）。

プレーの仕方
●#2はレーンを横切り、#1のために
ボールスクリーンをセット。#1はその
スクリーンを使い、左へドリブル。#2
は左ブロックへロール。
●#1は#2にハイローパス。その後、
#1は左ウイングへ移動し、#2からパ
スを受け取る。（図1）
●#2はボールサイドのショートコー
ナーへ移動し、#1からパスを受け取る。
#2はレイアップを決めるため、ドリブ
ルでバスケットに近づく。（図2）
●レイアップを決めたら#2はそのリバ
ウンドを取り、#3へパス。その後#2
は右サイドの列の最後尾へ。
●#1は左サイドに残り、ボールスク
リーナーとなり、ドリルを続ける。（図3）

テクニック
#2は試合さながらに、バスケットに

ハードにロールしなければならない。
また、力強いリターンパスをペリメー
ターにしてから、ブロック付近でキャッ
チしなければならない。このドリルは、
素早い動きと正確さが求められる。全
員に全力でスプリントさせること。

1

2

3

素早くキャッチし、パッサーが左ウイン
グへ移動したらペリメーターにパスを
戻す。試合ではこのパスにより、ノーマ
ークでのジャンプシュートを生み出す。

ネットを通過したボールを取り、ペリメーター
へパスを戻し、再びアクションが始まる。
パスの後は列の最後尾に並ぶ。

ボールスクリーンは強固でなくては
ならない。#1がクリアしたらすぐ、
パスを受け取る体勢をとりながら、
素早くバスケットへロールする。

ドリブルでバスケットに近づき、いると
仮定したディフェンダーを払い除けて、
レイアップでフィニッシュ。

キャッチ時、#3は#1のボールスクリーン
を使ってすぐに左へドリブルし、プレーの
スピードをキープする。
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デューク大学の3ポイントプレーDUKE 3-POINT PLAYS

コーチKのプレーブックにあるハイボールスクリーン、ドリブルペネトレーション、
そしてシュートポジションへの進入を用いる3ポイントセットを実践しよう。

ボールスクリーン、ドライブ＆キック

なぜ、これを使うのか
デューク大学のプレーヤーは忍耐強

く、正しいムーブメントを実行すれば、
必ずシュートにつながるポジションを
獲得できることを知っている。

セットアップ
ホーンズセットからスタートする。

#2と#3はコーナーに、そしてビッグ
マンである#4と#5はエルボーに立つ。
#1はトップでドリブルしている。プレー
はどちらのサイドでも行える。

プレーの仕方
●#5はハイにポップし、#1からのパ
スを受け取る。その後#1はウィークサ
イドのウイングへ移動する。#2はボー
ルサイドのコーナーから出て来て、#5
に近づく。
●#5は#2に向かってドリブルし、3
ポイントラインの外側にいる#2へパ
スバックする。（図1）
●パスの後、#5は#2にボールスクリー
ンをセットする。#2はそれを利用し、
フリースローエリアへ近づく。
●#5はバスケットへロールする。
●ウィークサイドのローへ移動した#4
が今、ポストアップしている。
●#1はノーマークのシュートポジショ
ンへ移動し、#2からパスを受け取る。
（図2）
●#1はリズミカルにシュートを決め
る。#4と#5は激しくリバウンドへ。 
（図3）

テクニック
#2のドリブル、#5のローリング、

そして#4のポストアップにディフェン
スの注目が注がれる。これにより、ペ
リメーターで#1のノーマークの状態が
作られる。必要であれば、#3へパス
を回してもノーマークの状態でシュー
トが打てる。

1

2

3

#5は#2に向かってドリブルを1～2回して
パスを出すだけなので、#5はベストボールマ
ンでなくてもよい。

ディフェンスの注目がレーンと右サイド
に集中している隙に、#1はウィークサイ
ドのシュートポジションへ移動する。

#2は#5の後ろをカールし、ボール
スクリーンを予測し、ボールを受け
取るのに適切な位置に入る。

#4のポストアップは、このポゼッション時に
3ポイントシュートが必要でない場合、そして、
このプレーヤーが所定の位置についている場
合にオプションとなり得る。

#1をガードするには遅すぎるのだが、ディフェ
ンスが猛ダッシュでリカバーしてくるので、#1
はためらわずリズミカルにシュートを決める。
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勝利につながるセットSUCCESFULL SET

マーケット大学コーチ、スティーブ・ウィチェホフスキーから提供されたこのシンプルなセットは、どの競技レベルにも合う。
逆サイドのブロックから移動してくるシューターをノーマークにし、3ポイントシュートを決める。

ハンドオフ＆スクリーンでペリメーターをオープンに

なぜ、これを使うのか
ノンカンファレンスクラッシュ（普段

リーグ戦で戦わない相手との試合）で、
残り時間3分17秒、1ポイント差でイ
ンディアナ大学を追いかけていたマー
ケット大学が勝利するためには、あと
数ポイント必要だった。ヘッドコーチの
ウィチェホフスキーは、この戦術を使っ
てリードし、最終的に勝利を収めた。

セットアップ
シューター（#3）は、ボールサイド

のブロックでスタート。ポイントガード
はボールを持ち、左サイドに立つ。パ
ワーフォワードはポイントガードとして、
ペリメーターの逆サイドに立つ。パワー
フォワードは最後のスクリーンをセット
し、シューターをノーマークにさせる。

プレーの仕方
●#1は#4にパス。これは#3がレー
ンを抜けて逆サイドのブロックに移動す
る合図となる。（図1）
●#2は#3のディフェンダーにピンダ
ウンスクリーンをセットする。#3はそ
のスクリーンをペリメーターの方向へ
カールアラウンド。
●#5はウィークサイドのブロックに向
かって移動する。#1はペリメーター上
でスペースを広く取る。#4は#3の位
置までドリブルする。（図2）
●#4は#3にハンドオフし、#4はす
ぐにバスケットの方向へ向きを変え、
#3の妨害をしようとするディフェン
ダーに対しスクリーンをかける。
●#3は3ポイントシュートを確実に決
めるのに十分な空間を持てる。（図3）

テクニック
#4は体の向きを変え、クローズアウ

トをしてくるディフェンダーを防ぐ。#4
はしっかり足をつけてスクリーンを行
う。#4が動いているとムービングスク
リーンのオフェンスファウルを取られる。

1

2

3

#2は#3のディフェンダーにスクリーン
をかけて動きを封じ、#3にペリメーター
の方向へ数歩進ませる。

#3はボールを受け取り、ディフェン
ダーがクローズアウトする前、バス
ケットに正対してシュートを打つ。

右サイドへパスをしてアクションを
開始する。これは、#3が右サイドへ
移動を開始する合図である。

#4は#3の位置まで1～2回ドリブル
をし、ハンドオフ。#4はペリメーター
上をドリブルしすぎないようにする。

#4は、ペリメーターに向かってくるどの
ディフェンダーに対しても体を向け、そ
の進行を阻む。だが、#4はムービングス
クリーンのファウルを取られないよう、
十分に気をつけなければならない。
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勝利に結びつくセットSUCCESFUL SET

ベースラインに向かってドリブルすることで、ディフェンダーを深く追い込む。
多くの選択肢を持つプレーヤーにハンドオフパスすることで、オープンなミドルエリアを活用する。

ディープなハンドオフでミドルアタックをセットアップ

なぜ、これを使うのか
エルボーにボールが回ったら、すぐ

にドリブルドライブでディフェンダーを
押し込み、相手を混乱させよう。シュー
ターがオープンなシュートポジション
へカールすると、ボールマンにはレー
ンのミドルに、クリアな通路が開ける。

セットアップ
#2 #3は両ウイングに立つ。ポイン

トガードはボールを持ち右サイドに立
つ。#4は左サイドでハイに立つ。ポス
トプレーヤー（#5）は、ボールサイド
のショートコーナーに立つ。

プレーの仕方
●トップの#1から#4 へのパスでス
タート。#2と#3はダウンスクリーン
をセットする。
●#1はレーン内へカールし、その後コー
トの左サイドへ移動する。
●#5はファウルラインへ向かってフ
ラッシュし始める。
●#4はドリブルで左サイドを進む。
#1は#2のスクリーンの後ろから出る。
（図1）
●#4は#1にハンドオフパス。#2は
ベースラインを走り逆サイドのウイン
グへカール。
●#5はファウルラインに向かってハイ
に移動し、そのまま#1のためにボール
スクリーンをかける。#1はドリブルで
ミドルへ近づく。（図2）
●#4はハンドオフの後、フレアする。
#5はバスケットへロールする。
●#1はコーナーへ移動している#3、
あるいはウイングの#2にパスし、3ポ
イントシュートにつなげる。（図3）

テクニック
ウイングに#2がシュートするための

十分なスペースがない場合、#1はボー
ルスクリーンをセットする。これによっ
てモーションオフェンスへと移行する。

1

2

3

キャッチ時、#4はローにドリブルし、
ディフェンスを引き寄せ、次に行う
ハンドオフをセットアップする。

#1はハンドオフでボールを受け取
り、#5のボールスクリーンのすれす
れを通る。#1は次の動きに移る前に、
ディフェンスの動きを読むこと。

#5はボールスクリーンをかけた後、バスケットへ
ロールする。#3、#4、そして#2がパスに備える
体勢を取っているのを見てディフェンスはペリメ
ーターへ飛び込み始めるため、#5はノーマークに
なっているだろう。

#2はウィークサイドをカール
アラウンドし、シュートポジシ
ョンへ移動し、パスに備える。

#2は、もしノーマークであれ
ばキャッチアンドシュートを決
める。ノーマークでなかったら
#1のボールスクリーンを使っ
て、モーションオフェンスに移行、
あるいはミドルへ近づく。

著：ウィリー・ジャネット Willie Jennette
オーストラリア・ノーウッドフレームスバスケットボール
クラブ　コーチングディレクター
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クローズアウトドリルCLOSEOUT DRILL

このドリルは、クローズアウトの重要性をディフェンダーに理解させるもう1つの方法である。
このドリルを使ってプレーヤーの関心を引きつけよう。

「22ボックス」で強いディフェンダーを育成する

なぜ、これを使うのか
クローズアウトはディフェンスの成

功には極めて重要だ。だから、このス
キルを練習する様々な方法が必要だ。
たくさんの練習バリエーションがあれ
ば、プレーヤーは飽きずにいられる。

セットアップ
4人のプレーヤーはボックスフォー

メーションでスタートする。レーンラ
インのアウトサイドのベースラインに2
人、3ポイントラインのアウトサイドに
残りの2人が、ベースラインの2人の
延長線上に立つ。

プレーの仕方
●#1は#2にパスする。その後、両手
を高く上げて短く激しくコントロールさ
れたステップで#3にクローズアウトする。
●#2は#3にパスする。
●理想的には、次のパスを遮断するの
に間に合うように、#1は#3にクロー
ズアウトする。（図1）
●#3へパスした後、#2は#1と同じ
ように#4にクローズアウトする。#3
はトップの#4にパスする。（図2）
●ドリルはここから動き出す。プレー
ヤーは2オン2で競い合う。
●オフェンスはスクリーンやポスト
アップをしてはいけない。オフェンス
プレーヤーは、得点を狙う時はお互い
約5mの間隔をキープしなければなら
ない。（図3）

テクニック
オフェンスは得点を試みる。ディフェ

ンスはその阻止をする。オフェンスが
バスケットに得点、あるいはディフェ
ンスがオフェンスを阻止した場合、ポ
イントを与える。どちらかがポイント
を獲得したら攻守交代する。あらかじ
め決めた点数に達するまでプレーを続
ける。

1

2

3

#2はボールをキャッチしたらすぐ
に#3にパスするので、#1は素早く
クローズアウトをせざるを得ない。

#3へのパスの後、#2はすぐにクローズ
アウトステップを使い、ボールをレシー
ブする#4をガードする。

最初のパスを#2へ。その後、素
早いクローズアウトステップを
使ってペリメーターへ向かい、
#3をカバーする。

#4がボールをキャッチしたら、ドリ
ルは2オン2で動き始める。オフェン
スが得点するか、ディフェンスがオ
フェンスを止めるまで続ける。

ドリルが動いている時、オフェンス
はスクリーンやポストアップをする
ことは許されない。プレーヤーはお
互い5mほど間隔を空けておかなけ
ればならない。
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1オン1ドリル1-ON-1 DRILLS

ボールマンとディフェンダーは、お互いに近い位置からスタートする。
その後、お互い反対側の方向へスプリントしてからリカバリーし、1オン1プレーを始める。

スプリント＆リカバー

なぜ、これを使うのか
ディフェンダーは必ずしも完璧なシ

チュエーションで自分の相手をガードで
きるわけではない。ボールを素早くリカ
バーしなければならないこともある。こ
れは、そのスキルを教えるドリルだ。

セットアップ
ボールマンはボールを持ってフリー

スローラインに立ち、ミッドコートのほ
うを向く。ディフェンダーはボールマン
の近くに立ち、反対側のベースラインの
ほうを向く。

プレーの仕方
●プレーのスタートは、ボールマンが決
める。スタートしたら、ボールマンはミッ
ドコートの方向へドリブルを始め、セン
ターサークル内に足を踏み入れる。
●ディフェンダーはベースラインの方向
へスプリントし、ベースラインを踏む、
もしくは待っているチームメイトと、ハ
イタッチをする。（図1）
●ボールマンは、次にバスケットに向か
う。ディフェンダーはスプリントしてリ
カバーし、ボールマンをマークする。1
オン1でプレーする。（図1）
●得点が決まったら、もう一度同じアク
ションを行う。（図3）

テクニック
7回得点を決めるまで、1オン1でプ

レーする。シュートしたプレーヤーがそ
のままボールを保持するか、それとも
ポゼッションを交替するか、前もって決
めておく。プレーヤーの実力が互角であ
る場合、ゲームの負荷を高めるために、
シュートしたプレーヤーがそのままポ
ゼッションを続けるルールを使おう。1
オン1のポゼッションは、バスケットへ
得点したら、もしくはディフェンスがリ
バウンド、またはターンオーバーを取っ
たら終わる。

1

2

3

ドリブラーは、センターサークルの
中に片足を踏み入れてから方向を変
え、バスケットへ近づく。

1回のポゼッションが終わったら、役割を交代して
同じプレーを行う。あるいはディフェンダーの負荷
を高めるために、そのままのポゼッションを続ける
ルールを用いてもよい。

ディフェンダーは、まずベースラインに
向かってスプリントし、次にリカバーし、
ボールマンをガードし、1オン1セッティ
ングで防御する。

オフェンスが得点する、またはディフ
ェンスがボールを奪うまで、1オン1
を続ける。オフェンスが得点した場合、
1ポイントを与える。
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ディフェンスドリルDEFENSIVE DRILL

7人のオフェンスプレーヤーと5人のディフェンダーで得点を競わせ、ディフェンダーに不利な状況を作る。
ボールを止めるためにディフェンダーはお互いにコミュニケーションを取り、ハッスルする。

数的優位に立たれても負けないタフさを養成する

なぜ、これを使うのか
オフェンスプレーヤーを7人投入す

るドリルである。1-3-1のゾーンを頻
繁にプレーする相手には特に効果的だ。

セットアップ
ハーフコートセッティング、4ヶ所の

コーナーにオフェンスが立つ。それに
加えて、1人がフリースローラインに、
残りの2人はそれぞれのブロックに立
つ。ディフェンダーは1-3-1のフォー
メーションで始める。これはライブド
リルだが、コートの4つのコーナーか
らのペネトレーションだけが許される。
ブロックのプレーヤーは動かない。フ
リースローラインのオフェンスプレー
ヤーだけが、エルボーからエルボーへ
の移動を許される。

プレーの仕方
●ペリメーター上のボールを持ったプ
レーヤーは、コートの逆サイドにパス。
●#4は移動し、新たなボールマンを
マークする。#3はミッドコートからコー
ナーへの、予測されるパッシングレー
ンへ飛び込む。その後ダブルチームを
組み、新たなボールマンをマークする。
●#5はエルボーのランナーの周囲を
スリップ。#1はベースラインのボール
サイドへ移動。（図1）
●パスがコーナーに渡ったら、#4は
トップに戻ってリカバー。#5はローに
ドロップし、#1がいたスペースをガー
ド（図2）。
●#1と#3はコーナーでダブルチーム
を組む。#5はポストと対面する。#4
は、エルボーのプレーヤーとパッサー
の間のスペースを防御。#2はミドルへ
ドロップ。（図3）

テクニック
プレーヤーには3分間与え、オフェ

ンスが何ポイント獲得できるか見る。
その後、役割を交替する。

1

2

3

#3はこのパッシングレーンに飛び込む。
したがって、トップからのコーナーへの
クイックパスは通らない。その後ダブル
チームでボールに向かう。

このプレーヤーがボールを持つ度に、コーナーで
ダブルチームを仕掛ける。適切に行えば、唯一の
オプションはクロスコートパスしかない。

ディフェンダーは常に、コートのボールサイドと
ポストプレーヤーの前面へ向かって走る。

コーナーへのパス時、ディフェンダー
は次の役割のために猛ダッシュする。
#4はトップへドロップ、#5と#2はセ
ットの低い位置へ移動。

#4はコーナーのダブルチーム時に重要だ。#4はエルボーとパスバック
を受けるプレーヤーをガードしなければならないからだ。
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