
B-BALLY'd
健常者とデフが、全てのバスケが、ひとつへ協和・団結していくチームを、目指します

B-BALLY'd代表　須田将広



『B-BALLY'd』 事業方針

ワークアウト

『 Workout = 解決策 』 で
あり、バスケットボールの人生
を最高にするための解決策を
提供し、バスケットボール人生
の課題を解決する空間」を目
指します

月2回以上の開催

育　成

大会などで実経験蓄積

デフや健常者の選手だけでは
なく、デフや健常者のコーチ育
成も手掛け、デフがいるチーム
でも高いレベルでコーチングで
きるコーチを育成・派遣できる
団体を目指します

企　画

年3回以上の開催

手話通訳付きのクリニックやイ
ベントを企画し、デフも健常
者も楽しめる内容を目指しま
す

様々な情報と教材を、SNS
などでユニバーサル発信してい
く（Deaf Basketball Lab
とコラボ）

チーム活動

遠征やキャンプなど

健常者とデフがともに質の高
いバスケットボールを学び、競
い合える環境を目指します

デフと健常者が、デフの大会と
健常者の大会に出場でき、
幅広い経験を積める環境を
目指します



U12

ファーストコーチング（バスケの楽しさ）
ゴールデンエイジ（前期）
身体の使い方（コーディネーション）

U18

スキルコーチング（個人技術の醸成）
試合経験蓄積の蓄積（アプローチ）

Adult

人間性の醸成
課題の自己解決能力
後ろ世代の育成

U15
セカンドコーチング（挑戦の楽しさ）

ゴールデンエイジ（後期）
実戦での体験

U21
チームビルディング（チームの醸成）

国内外試合の経験

日本代表

日本代表の自覚醸成
ジャパン・ウェイの追求

後世代へのFB

チーム活動

バスケットボールファミリー全体で
日本のスポーツを盛り上げる

『 ONE BASKETBALL ＋ デフ・ジャパン・ウェイ ＋ UC一貫指導 』 を軸に、

健常者とデフがともに質の高いバスケットボールを学び、競い合える環境を目指します

ボーダーレスな
コミュニケーション

アンダーカテゴリーワ ン バ ス ケ ッ ト ボ ー ル



ワークアウト

試合で実際に
使用される

スキルに取り組む

Purposeful
（目的を持つ）

正しい
バスケットボールで、

Relentless
（不屈）

ワークアウトの効果を最大限に発揮する5つのP・I・E・C・E

楽な道はない。
目標を決めて努力していく過程を、仲間と一緒に楽しむ。

P
実際の試合を

想定した
強度で取り組む

Intence
（高い強度）

I
明らかな効果
改善と進歩
限りなく追及
終わりはない

Effective
（効果的に行う）

E
練習で、

自身の限界を
越える

Challenging
（挑戦する）

C
目的を持ち、
高い強度で、
効果的かつ

挑戦的な練習

Efficient
（目的を持つ）

E Come relentless！　
（容赦なく来い！）

Be relentless！　　
（非情なまでに追い詰めろ！）

ALL　OUT！
（全力を出し尽くせ！）

※Pure Sweat Basketball代表 アラン・スタイン氏がアドバイスしたPIECEを参考にしています



ジャパン・ウェイ実現を支える教材（一例）

シュート
X’mas tree （クリスマスツリー）

土台があってこそ頂上の星は強く輝くことができる。
踏み込みとフォロースルーを正しく理解し実践する。

パス
意思のあるノールック・パスで相手をだます

味方を活かすためのノールック・パスは
ドリブル・ハンドからのクイック・リリースから

ディフェンス
トレースハンドとトラップ、そして強い気持ち

経験則に基づいた予測でトラップを仕掛け、
ボールを常に触りに行く手で、

気持ちよく攻めさせない！という強い気持ち
 

コンポジット・ストップ＆ストロング・ゴー
『止まらない』ドリブル

ディフェンスにとって気の休まる暇もない連続的
なオフェンスを常に展開する

オフェンス
ピック&ロールでズレを作り、最大限に活かす

ピック＆ロールでディフェンスのズレを作り、
そこを効率的に攻められるスキルを身につける

ドリブル
スケアクロウとステルス

肘を上げず、姿勢を前向きに崩さない
視線確保がベストパフォーマンスに繋がる

※肩が下がると視野も下がり質のいいパスが出ない



デフ・ジャパン・ウェイの探求

01
Deaf Japan Way 01

聴者と共に生活する中で
障がいに関係なく、

『勝つ』姿勢が必須条件で
それを実現するための

環境構築と整備が必要である。
02

Deaf Japan Way 02

最高のチームになるには、
全選手が平均化することではなく

それぞれの個性を活かして
全てが協調・団結(ALLY)
しならなければならない。

03
Deaf Japan Way 03

新しいことに挑戦する勇気と
挫けない強靭な心を持って、

世界最先端の知識と技術を取り込み
日本の良さを失うことなく、

独自の路線を考え実践し続ける。

04
Deaf Japan Way 04

全選手が忍者(※)のような
身体捌きと技術を持ち、

狭いスペースの中で
素早く動けるようになる。

※どこから出てくるかわからないぐらい
敵を欺くことに長けており、

いろんな術を使って
任務を冷静に遂行する

05
Deaf Japan Way 05

スキルフルでアンストッパブルな
バスケをクレバーにプレーし、

意図的な攻撃や守備をしかけ続け、
国際舞台で戦うための

マインドセット（挑戦心）を持つ。

模倣ではない、デフジャパンの目指すべき姿を考える

世界と同じ路線で戦っていては勝てない。

日本だけの道 『Japan Way』 を作り、

世界とは違う路線で、

日本人の体型や忍耐力などを活かして

戦う必要がある。

ラグビー日本代表HC

エディー・ジョーンズ　

B-BALLY'd で
目指したい部分



コミュニケーションツールの拡充

スマホアプリの中に、
・音声で入力して文字を出力
・文字を入力して音声を出力
ができるものがあるので、
これを活用するなど、
いろいろな方法があります。

ろう者(Deaf)

他の障がい者

健常者(Hearing)

デフ(ろう者)だから
手話を使わないといけない、
ではなく、
いろんな方法で
コミュニケーションを取ろう。

こえとら ドラゴンスピーチ



様々な情報と教材をユニバーサル発信
ユニバーサル発信の例

・ 全ての動画に字幕を入れる
・ オンラインツールを活用したコンテンツの拡充（音声を自動認識してテキスト化するツールなど）



チームロゴ

【デザイン趣旨】
ボール内の矢印は健常者やデフが「BasketBALL」に集まり「ALLY（協和・団結）」し、
deafがアポストロフィー風に加わっていく様子を示し、
盾は堅実な姿勢、即ち、混ざり合っても調和していく「チーム」を定義しています。



デフと健常者が一緒にバスケを楽しむ。

簡単そうで、実はすごく難しい。

デフは健常者とみかけが変わらないので、

周りはデフの悩みに気づきにくく、

充分な理解と援助が受けにくい現実が続いている。

デフ自身も、バスケの中で

健常者とコミュニケーションをどうやって取ったらいいのか・・・

福祉と制度が進んだ今でも、わからない。

相互のコミュニケーションは手話でなくてもいいはず。

審判のレポーティングは全てハンドサインであるように、

世の中には様々なツールがあるので、これらを活かしたい。

『B-BALLY'd』 BasketBall team

代表 ＆ バスケットボールコーチ

須田 将広

私たち『B-BALLY'd』 BasketBall team は、

障がいの有無にかかわりなく、

気兼ねなくバスケットボールを楽しみ、

ともに人間性を高め合う共生社会の実現を図ります。

何卒、多大なご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。



特に、ドリブルスキルが最も上達すると思われるゴールデン・エイジのうちは勝ちに拘り過ぎず、
試合などで豊富な失敗経験を積ませるという、大切な成長要素を摘まんではならない。

バスケットボール・トレンドの変化を敏感に反応し、
自身のバスケットボール・コーチングを追加・改良していくことが、
私たち『B-BALLY'd』の使命でもあり目標でもある。

今までの時代を築いてきたバスケットボールのスタイルを否定するのではなく、
新しいものも古いものも、「ALLYしていいとこ取り」出来たらと日々研鑽していく。

バスケットボールは常に進化している。
ルールもバスケットボールの楽しさを追求するように変化している。

トリプル・スレッドと聞くと、両手でボールを保持する状態をイメージするが、
永遠に止まらないドリブルを具現化するドリブル・スレッドという考え方が出てきている。

派手なように、格好つけているように見えるドリブルにも、
それぞれ意図と目的があり、それを理解して正しく使うことが大切だと考える。



子供たちの想像力を失わせず、

子供たちが想像しているものよりも

もっと大きな夢を持たせ、

みんなが区別なく調和できる場所を目指す、

それが、ビバリード！



『B-BALLY'd』では、チームの活動にご協賛いただけるスポンサー様を募集しています

協　賛

募集中 募集中 ➡募集中 募集中



『One Basketball Project』 を応援します！

【 プロジェクトに関するお問い合わせ 】
　『One Basketball Project』事務局（株式会社フロムワン内）
　E-mail：info@one-basketball.jp

ワンバスケットボールプロジェクトは“バスケで日本を元気にする”の理念の実現を目指し、健常者のバスケだけではなく、

障がい者バスケも含めたバスケットボールファミリー全体で日本のスポーツを盛り上げる機運の醸成を目的としています。

バスケットボールキングは、バスケットボールファミリーとしてこのプロジェクトの理念に共感し賛同しています。

本プロジェクトをきっかけに各競技団体の試合、体験イベントの情報を知り、実際に会場へと足を運ぶことで、

新たなバスケットボールの魅力がきっと発見できるはず。みんなでさらに日本のバスケを、日本のスポーツを盛り上げましょう！

公益財団法人日本バスケットボール協会の傘下の連盟として、
日本障がい者バスケットボール連盟が2018年4月に設立。
理事長は原田裕花さん。
　
会　員
　一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟
　一般社団法人日本FIDバスケットボール連盟
　日本車いすツインバスケットボール連盟
　特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会

JDBAが
参画しています



B-BALLY'd 始動  . . .  Done

最後までお読みくださり、誠にありがとうございました。今後とも 「 B-BALLY'd 」 をどうぞ、よろしくお願い致します。

｜


