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2015年10～12月度活動報告 谷口由夏

東京五輪を目指して

Ｉntroduction

【レスリング】
プロレスと区別するために"アマチュア"レスリングと呼ばれることが多い。

大きくグレコローマンスタイルとフリースタイルの2通りのルールがある。
グレコローマンスタイルにおいては、競技者は腰から下を攻防に用いることが出来ない。
そのためスープレックスなどの投げ技中心の試合展開となることが比較的多い。

一方、フリースタイルにおいては、全身を攻防に用いることが出来る。
そのため、レッグダイブ（タックル）を中心とした試合展開になることが比較的多い。
1987年から世界選手権も開催され、2004年よりオリンピックに追加された。
現在、女子の公式競技はフリースタイルのみ行われている。

5歳の時から世界一になるために柔道や柔術、レスリングを練習してきた谷口由夏選手。
この度、新しくドリームサポートグラムで支援することになりました。
7人姉妹の長女で、現在高校一年生。毎日妹たちと同じ目標に向かって練習に励んでいます。
中学生から本格的にレスリングをはじめ、国内のみならず世界大会で優勝しており、
今年、初めて出場したインターハイは準優勝で終わりましたが、
東京オリンピックのターゲットエイジに選ばれることができました。
東京オリンピックでは21歳になっています。応援やサポート頂いている全ての方々への
感謝の気持ちを胸に、金メダルをとるために日々精進して参ります。



Schedule
●2015年スケジュール

10月11日：全日本女子オープンレスリング選手権（静岡・三島市市民体育館）

12月：天皇杯全日本選手権（東京・代々木競技場第二体育館）※出場権獲得できず不参加

●2016年スケジュール

3月初旬：クリッパン女子国際大会（スウェーデン）

4月下旬：ジュニアクィーンズカップ選手権（駒沢体育館）

JOC杯全日本ジュニアオリンピック選手権（神奈川・横浜文化体育館）

6月：インターハイ予選 和歌山県

8月：インターハイ学校別対抗戦

10月上旬：全日本女子オープンレスリング選手権（静岡・三島市市民体育館）

12月：天皇杯全日本選手権（東京・代々木競技場第二体育館）※出場権未定

Report ～ October ～

谷口由夏さん一家は7人姉妹で一番下の子はまだ1歳です。
長女から6女までみんな一緒に練習をしており、互いに助け合い、励まし合い、高め合い、
競い合って成長しています。
練習場は自宅の1階を改装し、様々なトレーニング機器であふれており、コーチ兼トレーナーの
父 隆志さんはアメリカでフィジカルトレーナーの資格もとり、子供達には長く競技を続けられるよう
体のケアを十二分に考えながら、自身でトレーニング方法をつくり、指導・教育しています。
そのための設備としてジムと接骨院を自宅で開業しています。



11月にかけて、増田道場（※１）・ミキハウス柔道部・常翔学園
高校 柔道部の練習に参加しました。
投げ技の強化や、そのための姿勢、軸を意識してしっかりと練習
できました。寝技にも強くなれレスリングにいかせるとわかりま
した。
また常翔学園高校では、男子相手にがつがつと投げられても向
かっていく精神力、集中力、最後まであきらめない闘志をもって
乱取りもできました。元立ちにも立って最後まで動き続けました。
負けたくない、負ける悔しさをしっかりたたきつけられて、さら
に強くなりたい気持ちが湧き出てきました。
他にもパラエストラ東大阪（※２）に出稽古に行きました。柔術
をプロの選手相手にしっかりと向かっていき、ポジショニング、
グラウンドのテクニックを教えてもらいました。
総合の選手はポジションを多く知っているし、反応が早いのでと
てもに練習になります。
レスリングとは違った反応で対応してきますので、自分の目指す
新しい旋風をまきおこすのに非常に勉強になるのでさらなる成長
に向け取り組みたいと思いました。

Report ～ November～

※１増田道場・・・・・元全日本代表柔道５段 元ミキハウス所属 増田仁子監督。
直接マンツーマンで指導を毎週土曜日、日曜日に指導頂けることになりました。

※２パラエストラ東大阪・・・日本最大の柔術アカデミーです。パラエストラ東大阪に会員になり、練習に参加します。

１２月２１日
大阪府吹田洗心館で開催された「第２９回中村杯争
奪小学生柔道大会」に３女、４女、５女が出場する
ためパートナーとして参加。
１２月２４日～１２月２８日
天理高校練成会大会に大阪学芸高校柔道部の選手と
して参加。
一日１４試合に出場し２敗のみでした。その中で兵
庫県５２キロ代表、大阪６３キロ代表選手と試合を
して勝利。奈良代表５２キロの選手とは引き分けに
終わりました。
１２月２９日～３０日
近江高校練成会に参加し稽古してきました。十分な
手ごたえがあり、年明けの滋賀県女子強化合宿に呼
んでいただけました。
１２月３１日
年末最終日にもかかわらず増田道場にて、柔道の稽
古をしていただきました。
私には新しいチャレンジ、柔道でも日本代表、まず
は強化選手になって日の丸を背負いたいと覚悟し練
習に励んでいます。

Report ～ December ～



日本テレビの「上田晋也の日本メダル話」
毎週金曜日放送の番組から取材依頼がありました。
１月１１日から１３日撮影予定です。
放送日は未定です。

メディア出演予定

来月の予定

２０１６年１月４日から始動します。
大阪修道館寒稽古、兵庫県の強豪校 夙川学院高等学
校の練習に３日間参加。
その後、滋賀県女子柔道強化合宿に参加。金沢学院
大学、敬愛高校、大成高校、龍谷大学、奈良育英高
校、広陵高校など全国の強豪校が集まる合宿のため、
そこでどの程度の実力化をしっかり図りたいと思い
ます。
しっかりと冬の時期に、肉体改造と柔道、柔術、グ
ラップリングの基礎技術をマスターし、一気に柔道
界に来年は名前を売って強化選手に入るために日々
努力を重ね強くなります。
２０１６年の春の全日本ジュニア体重別選手権大会
予選会が開催されるため、その大会に出場し結果を
残せば推薦で強化選手やカデット代表に入れるとの
こと、がんばっていきたいと思います。



2016年1～３月度 活動報告 谷口由夏

２０２０へのリスタート

Ｉntroduction

【グラップリングとは…】
2006年、レスリングの世界組織である国際レスリング連盟が、「グラップリング」という新しい競技

を認定した。総合格闘技から立ち技を省いたようなものであり、関節技もその多くが有効である（柔道
で認められるような関節技は有効）。ただし、ヒールホールドなど一部の危険な技は禁止されている。

5歳の時から世界一になるために柔道や柔術、レスリングを練習してきた谷口由夏選手。
7人姉妹の長女で、現在高校二年生。毎日妹たちと同じ目標に向かって練習に励んでいます。
レスリング部が廃部になり、新たな環境での再出発。そして柔道中心への活動に変わっています。
ただ柔道での経験は必ず、レスリングにも活きてきます。
レスリング・柔道・柔術・グラップリング・総合格闘技、あらゆる競技を学んでいきます！
全ては4年後のために・・・

Schedule

●2016年スケジュール

3月初旬：クリッパン女子国際大会（スウェーデン）

4月下旬：ジュニアクィーンズカップ選手権（駒沢体育館）

JOC杯全日本ジュニアオリンピック選手権（神奈川・横浜文化体育館）

6月：インターハイ予選 和歌山県

8月：インターハイ学校別対抗戦

10月上旬：全日本女子オープンレスリング選手権（静岡・三島市市民体育館）

12月：天皇杯全日本選手権（東京・代々木競技場第二体育館）※出場権未定

※次女：谷口栞夕さん（左） 長女：由夏さん（右）



１月４日～6日
大阪城 修道館にて3日間の午前中は寒稽古に参加。午後からは夙川高校の練習に参加させていただきまし
た。全日本強化選手に入っている選手との乱取りでは、柔道の技術はまだまだですが、スタミナ、スピー
ド、パワーで十分戦えました。夙川高校（兵庫県代表、全国でもトップクラスの強豪校）監督から高校編
入のお誘いを頂けました。

１月９日～１月１１日
滋賀県柔道女子強化合宿参加のため、滋賀県武道体育館へ通いました。夙川高校、敬愛高校、奈良育英高
校、広陵高校、金沢学院大学、龍谷大学などそうそうたる強豪校から選手が参加、立ち技は投げられるこ
とも多々ありましたが、一切心は折れずに向かっていきました。寝技の乱取り10人抜きでは1番で抜け、各
監督方が集まってきて大歓迎の激励を受けました。
また全日本カデット代表監督からご指導いただき金沢学院大学への出げいこの許可を頂けました。少しず
ついろんなチームの監督から評価いただき、目標がはっきりとしてきました。

1月１１日～13日
日本テレビ 上田晋也さんの日本メダル話の番組の取材が入りました。滋賀県の強化合宿や自宅での練習
風景など撮影がありしっかりとコメントできたと思います。去年一年間でも多くの番組で撮影、放送して
いただきました。これからも日本で注目され応援していただける選手になれるよう努力していきます。

1月18日
妹たちの柔道の大会にサポートで参加しました。4年生の4女が100人以上の無差別の男女混合で3位に入り
ました。妹たちの根性に私も心が奮い立ちました。私には6人の妹がいます。世界一を目指し日々がんばっ
ています。応援よろしくお願いします。

Report ～ January ～



2月から天理高校、龍谷大学、比叡山高校、敬愛高校、夙川高校、奈良育英高校、金沢学院高校へ出
稽古行ってもよいことになりました。学校のレスリング部は廃部になりましたが、大阪から登録して
試合には出れるようになりました。
柔道はこの一か月の出会いで、これだけの強豪校の監督様から応援していただける運びとなり、練習
に行けるようになりました。少し安心しましたが、さらなる厳しい日々に向け、頑張る気持ちになれ
ました。父にもこのサポートがどれだけの力になっているのかを感謝することを言われます。その感
謝の気持ちを結果で返すのがプロとして当然ですので、応援をよろしくお願いします。
心からありがとうございます！力いっぱい元気に頑張っています！

Report ～ February ～

来月の活動について

２月６日
龍谷大学へ出稽古に行かせていただきました。初めての大
学への出稽古でしたが代表に選ばれている方や関西学生で
優勝している方など力強く稽古していただき指導いただけ
ました。
学校が廃部になっても、いかにして前に進むかを、いろん
な方の応援で稽古でき強化できているので感謝する以外に
ありません。後は私が強くなって絶対王者の称号をつかむ
ためにこのチャレンジで結果を残し、新しい道を作りたい
です。

２月７日
毎週末は雨でなければ、実業団ミキハウス柔道部などが走
る山に行くことになりました。実業団時代、監督が走った
という山を思い出しながら車で向かったのですが、結局見
つからず、その時の山よりも過酷な、登山道往復３０分、
坂道１０本（すごい角度）階段１０本（数が途中でわから
なくなる段数としんどさ）をダッシュしてきました。毎日
練習していても翌日筋肉痛になりました。いろんなやり方
で刺激を加えて強化していきたいです。

２月１１日
天理高校柔道部に出稽古に行き、奈良育英・比叡山との合
同練習に参加できました。



２月１２日
龍谷大学に出稽古に行かせていただきました。小学６年
生の由莉、中３の茉夕も一緒に稽古に参加。こんなに週
末いろんなクラブに出稽古に行かせていただけるのは本
当に感謝です。
この時期からこういったいろんな環境に飛び込んで、
堂々としっかり練習できるようになれば、どんな大会で
も、どんな観衆の前でも、いつも通りの自分が出せると
思います。
クラブが廃部になり、逆境と厳しい環境下に置かれたと
悩みましたが、いろんな方の力でたくさん出ていけて練
習で来ているので強くなれると確信しました。
練習後、伏見稲荷さんに下半身強化のため早足で山頂目
指して登りました！

２月１５日
今日は夙川高校柔道部に出稽古に行きました。夙川は全
国１位２位を争う強豪校、前回より自分が強くいなって
いるはずだったのに今回は全く歯が立ちませんでした。
いま報告書をまとめていたら今の自分はさらに強くなっ
ているので気になりませんが、その時は体の疲れも精神
的な疲れも重なっていたと思います。どっと疲れが出ま
したがこの借りは、必ず返すので頑張ります。

２月１６日
出稽古は続きます。今日はミキハウスでの練習に参加し
ました。

２月２２日
３女 由莉、４女 茉輝、５女 睦稀の柔道の大会にサ
ポートをしに行ってきました。日の丸KIDSという大会で
保護者と監督が同席し試合に臨むという大会です。結果
は誰も入賞しませんでした。判定で負けるという一番し
てはいけない負け方でした。私も保護者シールを付けて、
父親だけでは試合数が次々と続き同席して出場できな
かったのでセコンドに入りました。姉妹が多いというの
は大変なんだとわかりました。

２月１２日金曜日
２５：３０～２５：４５放送
番組「上田晋也の日本メダル話」
毎週金曜日に放送されました。
東京オリンピックへ向けて、頑張ります！



Report ～ March ～

３月１５日
大川道場から寝技で有名な大川先生に来ていただい
て、三時間みっちりと寝技を教えていただきました。
いろいろな人や場所にお世話になって、私を少しで
も早く日本代表になれるように強化していただける
ことに感謝しています。こんなに自分を大切にいろ
いろな人が育てようとしてもらえる毎日に驚きとう
れしさと責任感が出てきました。

３月２３日
芦屋学園のレスリング部が廃部になり、試合に出場
できないため大阪でレスリング、
柔道ともに試合に出場できる高校を探し転学するこ
とを決めました。
目標達成には、前に進むしかないと考えて、受験す
ることにしました。
芦屋学園に志願書をもらい、帰りに応援して下さる
「芦屋美整体」にお邪魔し
身体の組成を機械でチェックしてもらいました。
脂肪率体重も維持、上半身の筋量は非常に多く下半
身の筋量をもう少し増やすことになりました。

３月２５日
無事に転学試験合格となりました。妹の茉夕も2次
募集の試験を受け合格。
これで姉妹そろって4月から大阪の大正高校に進学
します。
夜は増田道場に実業団ミキハウス出身の先輩方が稽
古に来てくださいました。
新しい目標に向け多くの方に応援して頂けています。
頑張るぞ！

３月２６日 龍谷大学
３月２７日 金光桐蔭高校柔道部
３月２８日 龍谷大学

３月２９日 龍谷大学
ミキハウス柔道教室

それぞれ出稽古に行かせていただきました。



３月３０日
龍谷大学に出稽古に行かせていただきました。
自宅の駐車場にトレーニングできるように、父親
が鉄の棒で屋根を作ってくれました。
一つ一つが新しい挑戦だと言われました。
時間とお金をかけて新しい考えで挑戦できるよう
に応援してもらい、色んなチームに受け入れて練
習できています。あと１か月でジュニアの大阪予
選。頑張りどころです。
山へトレーニングに行きました。
３月３１日
龍谷大学に出稽古に行かせていただきました。

メディア出演予定
日本テレビの朝の情報番組「スッキリ！！」からの取材依頼が入りました。
４月２日、３日に取材が入ります。
２日、３日は奈良育英高校に出稽古に行きその風景も撮影されるそうです。
奈良育英高校柔道部監督に部員の方々にも感謝です。
初めての出稽古に向け頑張らないと、いけないと思いました。

来月以降の予定
今月もいろんな高校や大学に出稽古に連れて行ってもらいました。
本当に普通のクラブだとできないことをいろいろな方々に受け入れていただき練習できています。
５月１日のジュニアの大阪予選１か月前のため、しっかり出稽古に出て強化し、自分の強みを生かし戦え
るように強化したいです。柔道着もミズノさんと九桜さんで作る予定です。
採寸して作っていただくため、一枚で何万円とする道着。しっかり感謝して結果を刻めるように頑張りた
いです。
人が何と言おうと、どんな噂になっても真実と信念はひとつなんだと言われました。
４月は新しい学校の高校２年生として心機一転頑張っていきます。応援よろしくお願いたします。



2016年４～6月度 活動報告 谷口由夏

柔道への転向

Turning Point
芦屋学園レスリング部が廃部になり、レスリングも柔道も試合に出してもらえないため、大阪の公立
大正高校に転校しました。レスリングは年に４回ほどしか試合がありませんが、柔道は毎月のように
試合があります。５月１日には、全日本ジュニア体重別選手権大会大阪予選があります。５月８日には、
大阪府強化選手選考会があります。初めての試合で大学生も含め全国でもレベルの高い大阪で
チャレンジします。

Schedule

●2016年スケジュール

5月1日 ：５月１日 全日本ジュニア体重別選手権大会大阪府予選

5月8日 ：大阪府強化選手選考会

6月11日：インターハイ予選 和歌山県

7月10日：近畿女子ジュニア柔道体重別選手権大会

※ 長女：由夏さん（左） 次女：谷口栞夕さん（右）



Report ～ April ～

４月１日
大阪学芸高校柔道部に出稽古に行きました。
転校を特待で受け入れてくださるお話を頂きましたが、
お断りし公立に行きました。
それでも出稽古に今後も行かせていただけるなど姉妹と
もども応援して下さるので感謝しています。

４月２日、３日
朝から奈良育英高校柔道部に出稽古に行きました。
日本テレビの密着取材が入りました。

４月６日
今日も朝から奈良育英高校に出稽古に行ってきました
九櫻の本社に伺い、柔道着を採寸していただき注文して
きました。この真っ白な柔道着に日の丸をつけ、柔道で
も日本代表になって試合にでる。そう決心できる思いに
なりました。

４月８日
大正高校の始業式、転学の日でした。
クラス委員長になりました。なんでも一番になって頑張
ります。

４月９日
パラエストラ東大阪に柔術の練習に行かせていただいてい
ます。代表のヒビキさんにも直接指導いただき頑張ってい
ます。柔術の大会にも今年は出場し優勝を狙います。



4月１０日
全日本カデット体重別選手権大会を視察しに行ってきました。監督が全日本でも連覇したり主審などもしている

ため会場に連れて行っていただき、全日本男子監督の井上康生氏や全日本女子柔道チーム強化コー
チの古賀稔彦氏など柔道界のお偉い方々にご挨拶をして回りました。早く代表合宿に上がってくるようにお言
葉を頂きました。

（中央）古賀稔彦氏 （中央）全日本男子監督井上康生氏

４月１３日
龍谷大学に出稽古に行かせていただきました。
４月２３日
九櫻から柔道着が届きました。一着３万円を超える高いものですが、国際大会用の道着を最初から作ってい
ただきました。スポンサーの皆様への感謝の気持ちを強く持って頑張ります。



４月２８日
ミズノから国際大会用認定柔道着が届きました。早く
ミズノさんにもスポンサーになっていただけるように
頑張ります。

来月の活動予定について
今月もいろんな高校や大学に出稽古に行ってきました。
カメラに取られていても、インタビューを受けても、周
りの目を気にせず集中できるように慣れてきていると思
いました。もっとインタビューでもハキハキと話せるよ
うに成長したいです。柔道界でもまだ無名ですが、５月
１日にしっかりと結果をだします。そして５月８日には
大阪府代表強化選手選考会の試合がありますが、きっち
りと戦って試合に勝ち、強化選手に選ばれるよう頑張り
ます。

５月１日
全日本ジュニア体重別選手権大会大阪府予選

５月８日
大阪府強化選手選考会

６月 インターハイ予選
７月 全日本ジュニア体重別選手権大会 近畿予選

レスリングと違い、人数や選手の強さ、層の厚さ試合数の多さに驚いています。
しっかりと投げ、寝技も強くなり、世界のレスリングに通用する選手に成長し、
レスリング界にも戻りたいです。世界は進化しています。

Report ～ May ～
5月1日
全日本ジュニア体重別選手権大会 大阪府予選がありました。
準々決勝では優勝候補の大学生に延長戦の末有効で勝利したものの、準決勝で今大会優勝した強豪校の選手に負
けました。3位決定戦にまわり一本勝ちし、近畿予選に出場できる事になりました。日本テレビの『スッキリ』
という番組が密着取材に来られて、撮影してくださいました。

全日本ジュニア体重別
選手権大会

第 ３ 位



5月3日
ミキハウスへ出稽古に行きました。泉谷監督から直々のご
指導いただきました。幼稚園からお世話になり、これだけ
教えて頂いたのは初めてで、1日の全日本ジュニア選手権に
も応援に来て頂き、この期待にしっかりと応える結果を残
そうと思いました。

5月8日
大阪府強化選手選考試合があり、先週の予選で負けた優勝

者に勝利し、大阪府強化選手Aに選ばれま
した。早く全日本代表に選ばれるように成長し、勝ち

進みたいです。
※強化選手Aは、大阪府で3名です。

5月9日
日本テレビのスッキリで放送されました。反響がよく、継
続して密着取材をするそうです。ますます頑張らないと、
いけない気持ちが強くなりました。

5月12日
いつものトレーニングですが、柔道をメインにしてから
体がさらに強くなりました。階級は変わらず52キロ級で
す。鶏肉を生で食べて肉体作り頑張ります。

5月11日
大川道場に寝技の稽古に行きました。寝技の本を出して
いる先生でこれから毎週ご指導いただける事になりまし
た。いろいろな方が応援してくださりご指導頂けるよう
になってきました。あとは前に進むだけです。

5月16日
常翔学園柔道部にで稽古に行きました。先日全国大会で優勝し
た男子の選手がおられ、しっかり稽古していただけました。帰
宅後は、山へ走りに行きました



5月17日
姉妹3人でトレーニング後に足の筋肉比べ。みんなしっ
かり成長できています。

5月28日
普段通っているパラエストラ東大阪代表・ヒビキ選手
先生と、柔道の岩元先生が増田道場に教えに来てくださ
いました。技に磨きがかかりました。今レスリングした
ら一瞬で投げてホールで終わらせられる気がしてならな
いほど身体も技も進化していると実感できました。

5月28.29日
常翔学園柔道部にで稽古に行かせていただきました。
また、総合格闘家の藪下めぐみ選手が自宅に来てくださ
いました。柔道の技や戦い方など色々と教えてください
ました。
いろんな繋がりでいろんな方に出会いだし、いろんなご
指導を受けて、すごく成長し始めています。
学校のクラブに所属するのが普通で、もしあのまま中学
生3名しかいないレスリング部で高校3年間続けていてど
うなったか。頑張っていたからいろいろ変化したのだと
思います。廃部になり、試合も練習も出来なくなり、そ
れでも日々できる事を練習していろんな方にサポートし
てもらい、いろんな考えの中で選択して、今こうして新
しい学校へ転校して、柔道からタイトルを取る決心をし
て、沢山ので稽古に沢山の方にご指導してもらえて、も
のすごく毎日成長できていて、感謝でいっぱいです。
ありがとうございます。

来月の活動予定について
テレビの撮影があり、日本テレビのスッキリで5月9日（月）に放送されました。
フジテレビの番組から1件、日本テレビ『深いイイ話』から1件と2つの番組から密着取材依頼がありました。
６月１２日 全国高校柔道大会（インターハイ）大阪府予選(女子) に出場予定
６月２６日 国体大阪予選に出場予定

大変な変化でも頑張っていたら、応援してもらえたり理解してもらえる。世の中色々なんだと思いました。
私は絶対王者になるために柔道、柔術、グラップリング、レスリング全てで世界一のタイトルをとります。
頑張りますので応援よろしくお願いいたします。



Report ～ June ～
６月２日
フジテレビ「みんなのニュース」、日本テレビ「深イイ
話」という番組の取材依頼が入りました。
少しでも、日本全国の多くの方に知っていただき応援し
ていただけるようになれればと思いました。
ＨＤＰポロシャツも着て出演したので、みなさんにアピ
ールできたと思います！

６月６日
今日は山に走りに行き、その後増田仁子監督の監督であっ
た橋本監督のお墓参りに行きました。
橋本監督は私が幼稚園のころミキハウス柔道教室で柔道を
始めたときに教えていただいた先生です。
増田仁子監督も実業団時代はミキハウスだったのですが、
少しのずれでその時はお会いしてなくて、
私は薪谷翠選手などに教えていただいていました。
今こうして薪谷先生にお会いできたり、増田監督と出会え
てオリンピックを目指せるのも橋本監督が
すべて引き寄せてくだったように思えます。
大人の事情でこの３年間やってきたレスリングをいったん
止めて柔道に戻りました。
でも、すべてが上手くいくように導かれてこうなっている
ように思えます。
斉藤仁先生に出会い、柔道を始めご指導いただき、ミキハ
ウス柔道部で柔道を始め薪谷選手や野村選手や北田選手な
どの現役時代に触れて、小学６年生まで柔道をしてきて、
柔道で世界一になるために中学からレスリングを嫌々初め
て、結果が出たら好きになり、半年前は心の葛藤もありま
したが、柔道を再開して半年、この墓参りで、心がスッキ
リしたように思えました。
全国で小学６年生で近畿代表だった仲間が、大阪代表で全
国大会で戦った仲間が、今もトップレベルにいます。
私も柔道もそのレベルで戦っていて、さらにレスリングで
進化してもどったのだから、今は勝てなくても必ず日本代
表に柔道でもなって世界でタイトルを取れます。レスリン
グは２年かかりましたが、柔道は２年かけません。

6月9日
テレビの密着取材が始まりました。
私は京都の龍谷大学に出稽古にいき、その後パラエスト
ラ東大阪で練習が終わったのは２３時で、
カメラは２台スタッフさんは４名が一緒に移動してくだ
さいました。



６月16日
大川道場へ出稽古、常翔学園柔道部へ出稽古、最後はパラエスト
ラ東大阪２３：００終了悔しさがまだ残っていますが、毎日こう
して練習できているので強くなれます。
先日父親が柔道の畳を買うと九櫻に畳の試供品と金額を聞きに行
ってくれましたが、お母さんと話し合ってもうお金がないという
声を聴きました。すると父親が下のジムに降りて残っているマッ
トをテープで張ってつないで柔道場を作ってくれました。早く勝
って応援して下さるスポンサーに信用して頂け支援してもらえる
選手に私も成長しなければならないのだと思いました。

６月２６日
国体の大阪府予選がありました。またしても決勝で負けました。同じ相手の選手でした。
今回は攻めまくって残り４５秒で『技あり』を取りました。
あと４５秒、しっかり立ってたらよかったのですが、「勝ちたい➡逃げて守る」になってしまい、
腰を引いて頭を下げて守ったら、有効取られ技あり取られ最後は一本取られ負けました。
今まで投げられたことはこの４試合一度もなかったのに最後の４５秒で３回も投げられました。
多くの選手や監督さんが「惜しかったよ、あそこはこうやって戦わないと！」
と笑いながら励ましてくださいました。

ここまで来たのに、ラスト４５秒逃げたばかりにこん
なことになりました。
この戦いでしっかり心に刻んでまた頑張りたいです。
レスリングならこうならないではなく、やはり圧倒的
に４分間守らないで戦う絶対的に強い選手になるよう
心も強くならないといけないと思いました。
国体大阪府代表 補欠として強化合宿に行けるように
選ばれました。補欠でも選んでもらえ合宿にも行ける
のでもっとアピールして上に引っ張ってもらえるよう
頑張ります。

６月12日
インターハイ大阪府予選が大阪城にある修道館で開催さ
れました。密着取材もカメラが回されましたが、しっか
り集中できたにもかかわらず、決勝戦で有効を取られ負
けました。有効だったかどうか、自分の技が技ありだっ
たかどうか、結局まだまだ相手の選手が負けられないと
いう執念が勝ったからなのだろうと、執念以前にもっと
確実に強くなって勝てるようにならないと。
前回、全日本ジュニア大阪府予選で抑え込まれた選手に
もう少しまで行けたのは事実。成長していても負けたら
終わりの世界なんでもっとやるしかないです。

インターハイ大阪府予選
準優勝！

国体大阪府予選
準優勝！



６月27日
昨日の試合の翌日、監督も父親も
姉妹６人でさらに強くなろうと
朝から肉体改造トレーニング
いつもの公園で坂道ダッシュなど
すっきりした気持ちで練習できました。
もう負けない。

次は全日本ジュニア近畿大会で
３回戦（準決勝）で当たるはずです。
今度の大会に勝てば全国大会に出られます。
一番厳しいところに自分はいるようです。
・１回戦が全国３位、
・２回戦は春に全国１位で日本代表強化選手になった選手。
・３回戦は先日負けた大阪代表の選手。
・４回戦は日本代表強化選手に選ばれている選手。
この試合、１試合１試合ものにして全国に出ていくチャンスなので、頑張ります。

来月の活動予定について
７月４日 日本テレビ「深イイ話」で放送されました

７月１０日 全日本ジュニア近畿大会 出場

テレビの放送が反響が良く日本テレビからシリーズ化する方向で話が上層部で上がっているそうです。
今週末も、スッキリの番組の制作会社が密着取材に来られます。
道で歩いていて、コンビニで、応援しています！とかテレビ見ました！と声をかけられました
サンボ協会の方から、運動神経とセンスがありオリンピックに出れる、早く日本一になろうとメッセージが届き
ました。テレビの力ってすごいなぁと、がんばる力になりました！
私は絶対王者になるために柔道、柔術、グラップリング、レスリング全てで世界一のタイトルをとります。
頑張りますので応援よろしくお願いいたします。



Report ～ July ～ 
■７月２日  
常翔学園へ出稽古に行きました 
■７月３日 
金光桐蔭高校に出稽古に行きました。 
しっかりと大阪体育大学の選手と乱取りができ、 
試せたので良かったです。 

■７月１１日 
全日本ジュニア近畿大会が開催されました。 
監督と私は前泊させてもらい、父親は車で当日来てくれました。 
２回戦 指導１で負けました。十字固めで相手の肘を壊すほどに決めたのですが、タップせずそこから１本が取れ
ずに負けました。世界カデットでオール１本勝している選手でその選手がこの大会も優勝しています。 
残念な結果ですが、世界カデット、日本の強化選手のレベルがよくわかりました。 
１回戦は昨年インターハイ３位、今年の２０１６年インターハイ優勝選手には勝ちました。 
もっと強豪校や三井住友、つくば大学など関東にも出稽古に行くなどして乱取りをして早くなれたいです。 

■７月４日 
日本テレビ 『深イイ話』が放送されました。視聴率や
テレビ局の方の反応がよく継続して取材が続くそうで、
１０月くらいに第２弾が放送されるようで、また撮影に
来られるそうです。 
また、取材時にはパッチやシャツなど着てお役に立
てるように頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。 



■７月２０日 
常翔学園 高校選手権優勝者の西村選手が練習に来てくれました。 
今後は毎週来て乱取りの相手になってくれます。 
普段から乱取りしてもらい、男子パワーに負けないように稽古できていますので、さらにα強化できるので 
しっかり力をつけて頑張りたいです。 
ただ、レスリングマットで固めに設定された道場で固くて投げれなくて練習ができません。 
ここでは柔道ができないので畳がないので困っています。 
そこでお父さんと古い薄いマットを緑のマットをひいて少し柔らかくしてもらいました。 
出稽古でなく来てもらえるようにもなったらいいなぁと思いました。 
がんばりますのでサポートをよろしくお願いします。 

■７月２５日 
今日は大阪の講道館で全国少年柔道協議会 少年柔道教室が行われました。 
監督が講師としてされるので、そのサポートとして参加し、見本や子供たちの指導に励みました。 
きっと来年の全日本のカレンダーにその様子の写真が使われると思います。 
自分の写真が来年のカレンダーに載っている時期には、優勝して全日本強化選手に入れるように頑張りたいです。 
そして、しっかりと子供たちを指導できる選手としての結果を残すように頑張りたいです。 
ちびっこが増田道場に入りたいとたくさんの子供から言われたので、将来に向け頑張りたいです。 

■７月１２日 
増田道場にバレエをしている選手に来てもらい、バレエの基礎練習を教えてもらいました。 
父親が軸つくりに必要と考えていたようで、今後の練習に取り入れていくようです。 
総合的に育ててもらい、地の力をつけて頑張ります。 
 
■７月１６日 
３女の試合に行ってきました。 
指導１の差で負けました。９秒まで抑え込み解けての敗戦を前に自分のことのように思いました。 
その選手がダントツで優勝し、由莉は２回戦負けというのが残る結果です。 
次にやれば勝つでしょうが、自分の先日の近畿大会で同じようなことで負けました。 
翌日、疲れている中練習していて３女は高校生を投げた際に、足の親指を開放性脱臼して手術しました。 
親指が半分ちぎれても泣かずに自分で戻し、父親が対応し応急処置などしっかりしてくれていました。 
父親がこんな怪我でもしっかり診て、お医者さんや救急隊などの方にも的確にしていて、自分も悔しくてつらかった
のですが、妹もついてないのか、怪我は付きものですが、私は今まで大きな怪我なく来れています。 
今後もいろんなことが起きると思いますが、何事も受け入れ、乗り越えつかみたいです。 



８月９日に大阪府の大会が開催されます。 
ここで大阪NO．1になって全国への弾みにしたいです。 
今後とも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。 
ジムに父親が畳を敷いてくれようと考えてくれていますが、大変なようです。 
毎日朝から夜遅くも投げ込みや柔道の練習ができる環境が必要で、 
今後もサポートをよろしくお願いいたします。 
 
８月２６，２７日は三重県に全国大会に行きます。 
４女 茉輝が大阪府予選を優勝し大阪代表として出場します。 
しっかり打ち込みの相手をして、日本一になれるようにサポートとしてきます。 
今後ともよろしくお願いいたします。 

来月の活動予定について 

日本テレビ 日本メダル話の取材が８月７～１０日に入りました。 
９月に放送予定です。前回の放送の視聴率が今までで一番高かったそうです。 
 
１０月に日本テレビ 深イイ話第２弾が放送されます。 
８月１０日 打ち合わせがあり、８月末から密着取材が始まります。 
この番組に出てから、電車やお店やいろんなところでいろんな方に声をかけられます。 
テレビの力はすごいなぁと思いました。しっかり強くなり結果を残したいです。 



Report ～ September ～ 

【支援2年目を迎えるにあたって、スポンサー様へお礼】 
この度は、皆様方に応援していただき、しっかりと新しい目標に向かい成長することが出来ました。 
本当にありがとうございました。 
柔道を始めて半年で近畿予選どまりで、全国大会の切符には届きませんでしたが、 
10月10日の大阪府強化選手選考会では、2度目の強化指定選手Aに選出されました。 
大阪府で優勝するまでで終わった10か月間でしたが、11月27日の全国新人戦大阪府予選で優勝し、 
来年3月の全国新人戦で優勝し、飛躍してまいりますので、今後ともご支援くださいますようよろしくお願
いいたします。 
 
★2016年10月24日 月曜日 日本テレビの「深イイ話」に出演しました！2回目です！！ 
 
★8月から肉体改造に努めました。体重は５３，１とそこまで増えていませんが、しっかり絞れて筋量が増
加しています。世界に通用するために日々の努力でしっかり準備して急には出来ない体なので強くなる
よう頑張っています。 

■９月６日 
自宅1階のジムをより強化できるようにみんなで10時間もかけて模様替えをしました。 
これでさらに強くなれます。環境は大切なんだと感謝しています。 



■９月６日 
柔道を始めて、自分が小学生のころ大阪代表、近畿代表で出会った選手が今では、全国で活躍しているので、早
く追いつこうと思い頑張ってきました。筋量も増加し、ムリな動きも多く体を酷使したためメンテナンスにお父さんと話
をしていた時に、HDP様から紹介頂いたテイコクファルマケア㈱さんのアイシングシートとSTAR TAPEが届き、膝
や股関節、腰のケアが完璧になり、うれしくてたまりませんでした。 
大きな怪我をしたくないので大変ありがたく、さらに安心して練習に集中できます！がんばります！ 
次女、3女も怪我が治り、今日は4姉妹でパラエストラ東大阪へ柔術の練習に行きました。 
やっと4人がそろって柔術も練習できるようになりました！ 

■９月９日 
日本テレビの「日本メダル話」が放送されました！ 
恥じないように頑張っていきます！ 
 
■９月１０日 
4女までそろって、修道館での稽古に行ってきまし
た。高校生の中に混じって、3女の中1、4女の小5が
十分な実力を発揮し練習できていました。 
私が中1や小5の頃とは、レベルが違うほどに強いで
す。負けていられないので暴れまくるほど乱取りして
頑張りました！帰宅したら、今日は400M走、１５００M
走。クタクタになりましたが強くなっています！ 

■９月１１日 
今日は金光藤蔭高校へ出稽古に4姉妹で行ってき
ました。 
夕方はもちろんランニングでクタクタに。 
姉妹で一緒に頑張れるのは、私たち姉妹だけの特
権なので、強みを生かして強くなります。 
足が内出血だらけになっても、すぐに練習後アイシ
ングで切るのでオムニードのアイシングシートに出
会って本当に助かります！匂いもいいし、はがれにく
いし、かぶれないし、友達にも教えてあげました！ 
『テイコクフアルマケア』さん！本当にありがとうござ
います！！がんばります！！ 



■９月１７日 
三重県の武道館に近江高校の柔道部に混じって、11試
合の練習試合を行ってきました。 
最後の1試合だけ負けてしまいましたが、愛知や静岡、滋
賀県など普段できない県の代表選手と試合ができてよい
経験が出来ました。強豪校の監督さんにも個人的に期待
しているよ！と声をかけていただきました。 

■９月１８日 
武庫川女子柔道部へ出稽古に行ってきました。すごい道
場でした。どこに行っても当たり前に畳が敷いてあります。
私たちには畳はありません。うらやましいので、練習が終
わっても必ず30分は居残り練習をさせていただき帰って
います！武庫川女子柔道部には、金光藤蔭高校の生徒
の皆さんと行ってきました。常翔学園高校をはじめ、いろ
いろな柔道部に参加させて頂いて、監督の幅広い人脈
で他にはできない練習ができています。 
早く追い越すためにも、がんばらないと毎日励んでいま
す！うちには大きな道場もないし、畳もないですが、それ
でも強くなれるんだということを、証明したいです。 
早く妹たちのためにも私が強くなって、ジムに畳が敷ける
ように頑張りたいです。 
よろしくお願いいたします！！！ 

１１月２７日 大阪高校柔道新人柔道大会が開催されます。 
       優勝して、全国大会に出場できるように頑張ります！ 

来月の活動予定について 
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