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【要 旨】 

 本研究では，8 ヶ月間にわたる直径を狭めたリングを用いたフリースロートレーニングが，フリースロー

測定のパフォーマンスおよび試合中のフリースロー成功率に及ぼす影響を事例的に明らかにすること

を目的とした．対象者は，大学女子バスケットボールチームにおけるレギュラー選手 7 名であった．フリ

ースロートレーニングは，直径を 10cm 狭めたリングを用いて，10 本決める課題を原則週 1 回 8 ヶ月間

（2017 年 4 月～11 月）実施した．その結果，トレーニング期間終盤のフリースロー測定において，「直接

（リングに当たらないで入る）」のシュート成功率がトレーニング前の測定時から向上した．また，トレーニ

ング終了直後に開催された全日本大学バスケットボール選手権大会（11～12 月）において，高いフリ

ースロー成功率（75.4％）を示した．これらの結果から，このフリースロートレーニングを長期的に行うこと

で，フリースロー測定のパフォーマンスおよび試合中のフリースロー成功率が高まる一助となる可能性

が示された． ただし，普段のフリースローの練習中に，リングに当てずに直接シュートを成功させること

が得意な者にとっては，このトレーニングによる効果が乏しい可能性がある． 
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【Abstract】 

The present study investigated effects of long-term free throw training using a basket 

with a hoop smaller than standard. The measure was the percentage of successful free-

throws during a competition. The participants were seven members of a university 

women’s basketball team. The training was conducted once a week for 8 months (April 

through November, 2017), using a hoop with a diameter 10 cm less than the standard 

size. The goal of the training was successfully sinking 10 shots. 

By the final training session, the percentage of direct free throws that did not hit the 

rim improved compared to the women’s scores before the training. Also, in the All 

Japan University Basketball Championship, which was held from November to 

December 2017, just after the participants had completed this training, 75.4% of their 

free throws were successful. These results suggest that the long-term free throw 

training may have been effective for improving their free throw performance in the 

competition. However, the effect of this type of training may be limited for players who 

are already good at direct shooting without hitting the rim.       

 

       

 

 

 

 

 

 

 


