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2017年1～3月度活動報告 谷口由夏

～ 全国デビュー、頂点を目指して ～

Ｉntroduction
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。去年の

12月から本格的に柔道へ転向。わずか数ヶ月で実力はすでに府内トップクラスになり、3月には

全国大会へ出場しました。2020年の東京オリンピックへ向けての戦いはすでに始まっています。

Schedule

●2017年スケジュール

4月30日 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会 府予選

6月11日 全国高校柔道大会大阪府予選会（女子個人）

7月9日 近畿女子ジュニア柔道体重別選手権大会

8月2日 大阪高校女子柔道体重別選手権大会

8月8日～12日 全国高等学校柔道大会

8月20日 国体近畿ブロック大会

9月9日～10日 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会

10月7日～9日 国民体育大会柔道競技

11月11日～12日 講道館杯・全日本柔道体重別選手権大会

12月1日～3日 グランドスラム東京2017

●2018年スケジュール

1月27日 近畿高等学校新人柔道大会（個人）

3月20日～21日 全国高等学校柔道選手権大会



Report ～Junuary～

1月1日

年始から姉妹で稽古に励み、5日には修道館の寒稽古

に行ってきました。

1月7日〜9日

滋賀県女子強化合宿に参加

1月18日～21日まで

龍谷大学へ出稽古

1月23日

常翔学園さんへ出稽古

1月27日.28日

姫路市 兵庫県立武道館にて、近畿大会に参加。3回

戦 指導1で敗退しました。色々な課題が見つかり、

さらに強くなるため、3月の全国大会までには修正し

て望みます。

滋賀県強化合宿

龍谷大学での出稽古

近畿大会

●メディア・WEB・ニュース情報

1月3日

日本テレビ「上田晋也の日本メダル話」正月スペ

シャルに出演しました。



Report ～ February ～

2月12日

今日は山にトレーニングへ行きました。大自然

の中で空気も澄んでいて、スッキリしました。

もう少し下半身強化に努めたいです。

2月13日

自宅下の道場を拡張工事を姉妹でしました。こ

れで少し乱取りが出来そうです。毎日しっかり

練習します。

Report ～ March ～

3月3～4日

金沢学院大学へ出稽古。ALSOKの宮川選手とマンツーマンで練習しました。

2月16日

身体の調子も戻り、今日から柔道再開。常翔学園へ出稽古に行きました。

2月22、23、25日 常翔学園

2月26日 大成高校(愛知県)

2月28日 龍谷大学(京都府)

まだ身体は本調子とは言えませんが、思った以上に動けました。大成高校(日本一の柔道強豪

校)、龍谷大学(関西一の柔道強豪大学)へは、テイコクファルマケア株式会社様からサポート頂

いている商品を、もっと多くのトップ選手に広まるよう持って行きました。私がサポート頂い

て夢を掴むだけではなく、その過程で応援してくださる皆さまのお役に立てることがあればと

思っています。



3月7日 大阪学芸高校へ出稽古

3月8.9日 常翔学園高校へ出稽古

3月11日 龍谷大学へ出稽古

フジテレビ「ミライモンスター」の密着取材。

3月14日 常翔学園さんへ出稽古

3月17日 講道館で前日計量パスし、体調も良く問題ない。

優勝に向けひとつひとつ勝ち上がりたい。

3月19日 日本武道館にて、全日本高校選手権大会

2回戦敗退

3回戦に向け、しっかり準備してきたが、1、2回戦を捕まえて叩きつける事にこだわりすぎ、

あっと言う間に3分が経ち、指導1の差で敗退しました。沢山の会社が取材に来てくださったの

ですが、上手く闘えませんでした。しっかりと修正課題を克服し、当たり前に決勝まで勝ち上

がれるように頑張ります。4月30日には全日本ジュニアの大阪府予選があるので、しっかり準備

していきます。



今まで所属していた増田道場を退部し、新しい道場を作って頂き全日本柔道連盟に加盟・登録

しました。チーム名は、「Sofitness ultimate judo academy」 (ソフィットネス アルティ

メット ジュウドウ アカデミー)です。自宅の一階の練習場が道場になり、監督には増田道場か

ら引き続き指導して頂けることになりました。まだ道場には畳がないですが、しっかりと練習

に励み、優勝して畳を敷いて貰えるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。

まだ部員は谷口家の6姉妹だけです。姉妹でしっかり練習に励み、東京オリンピックはもちろん、

次の大会には3姉妹、4姉妹と階級を狙いにいけるので、毎日を大切にして頑張ります。

●メディア・WEB・ニュース情報

3月4日 日本テレビ「上田晋也の日本メダル話」

3月9日 フジテレビ「ミライモンスター」

3月中旬から朝日テレビの取材が入ります。

4月30日、全日本ジュニアの大阪府予選に向け長女由夏、次女茉夕、三女由莉(中1) が大学生ま

での大会に出場します。何卒ご声援の程、よろしくお願いいたします。



Report ～April～

【4月度 イベント】

・4月4日 日本テレビ「上田晋也の日本メダル話」

・4月9日 フジテレビ「ミライ☆モンスター」

・4月30日 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権 大阪府予選

4月からＳＵＪＡ（Sofitness Ultimate Judo Academy）

という柔道チームを父と増田仁子監督が設立し、自宅

一階を道場として全日本柔道連盟に登録し試合に出

ることになりました。

今は所属選手が姉妹だけですが、自分たちの道場が

できて、いろいろな方々が練習に来てくれる人気・実

力のあるチームになれるよう頑張ります。

4月5日

テイコクファルマケアさんがポロシャツとジャンパーや

アイシングシート、テーピングを持ってきてくださいまし

た。夕方からは大川道場で寝技の指導を受けました。

4月16日

奈良育英高校に出稽古に行かせていただきました。

4月20日

スポーツメディア『AZrena』さんで掲載されました。

気持ちが締まりました。たくさんの方から応援される選

手になれるよう頑張ります。

https://azrena.com/post/7203

3月に行われた全国高校選手権に出場するまでは、レス

リングから柔道に競技転向ということで、『負けられない』

という気持ちが強すぎたため、慎重な気持ちで試合に

入ってしまい、実際に全国高校選手権でも指導差で敗退してしまいました。これからは技に入って返され

てもいいから強い気持ちで『1本を取りに行く柔道で勝つ』ことを第一に取り組んでいきます。

高校選手権から帰ってきて、翌日から出稽古にはいかずに基本の練習と身体づくりに取り組みました。予

選の大会1週間前に出稽古に行かせていただき試合に臨みました。

https://azrena.com/post/7203/


4月22日 ニュージャパン、常翔学園

4月23日 金光藤蔭

4月24日～26日 常翔学園に出稽古に行きお世話になりました。

4月30日に向けできる準備はしっかり調整できました。

十分な気持ちで望んだにも関わらず、計量後に45分しか開会式までなかったため、炭水化物や水分を一

気に入れてウォームアップをしたところ、コンディションを崩してしまいました。

決勝戦直前までで5回嘔吐し、立っているのもしんどく決勝戦は辞退しようか迷いましたが、何とか出場し

決勝戦でも強豪大学の選手から大外刈りで1本を取ることができ、一本勝ちですぐに試合が終わり優勝す

ることができました。

今回の優勝により、7月9日に開催される全日本ジュニア女子柔道体重別選手権の近畿大会への出場権

を獲得できました。近畿大会では、インターハイチャンピオンクラスの強豪も出てきますが、2位以内に入

らないと、全国大会へは行けませんので、引き続きみなさんに良い報告ができるように、頑張ります。

4月30日

全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大阪府予選があ

りました。

昨年の同じ頃は、柔道を始めて5か月目での試合で3位と

いう結果でしたが、今年は1年4か月経っており、優勝以外

はないときつくプレシャーをかけてのぞみました。もう負けら

れない！という気持ちではなく、1本で勝つ！という気持ち

に切り替え取り組みました。



5月10日

18歳の誕生日を迎えることができました。朝の6時00分

からトレーニングし、毎日毎日を変わらない努力で成長

していきたいです。

5月19.20.21.27日

岡山県へ出稽古 環太平洋大学、創志学園さんへ田

舎が広島だからか、なぜか岡山に行っても違和感がな

く溶け込める気がしました。大学では、トレーニングジム

も使用させて頂きトレーニングも出来ました。最高の環

境に感謝したいです。

5月25日

今日から朝練5時00分〜7時00分までが始まりました。今までの朝練は、有酸素や筋トレだったが、本当の

柔道の練習。監督も朝から来てくださり頑張る事に。夕方からも同じように練習だから、他のチームの2倍の

練習が出来る事になりました。

5月28日

強豪校出身の選手が朝から出稽古に来てくださり、9時30分〜18時00分まで一緒に過ごした。色んな方に

サポートして頂き、強くなれている。色んな方に出会えている幸せを感じます。

あっと言う間の5月でしたが、新しい出会いと環境に、ワクワクして過ごせました。

Report ～May～

【5月度 イベント】

今月はイベントは特にありませんが、

4月30日の全日本ジュニア大阪府予選優勝から

6月11日のインターハイ予選に向け、気を抜けない1ヵ月となります。もう一度、基本にかえり調整し全

国へ向け頑張っています。

5月4日、6日

環太平洋大学(岡山)柔道部へ出稽古

日本一で、場所で沢山のご指導を頂きました。

これから週末は岡山に通い、指導を受けに行ってきま

す。

5月5日

道場に畳を寄贈して頂けるスポンサーが見つかりました。

7月12日には道場開きが出来るようになり、やっと毎日畳

で練習出来るようになります。



Report ～June～

【6月度 イベント】

６月２日 環太平洋大学柔道部へ

６月１１日 大阪府インターハイ予選 優勝

６月１６日、１７日 環太平洋大学柔道部へ

６月１９日、２１日 大阪学芸高校柔道部へ

６月２５日 大阪府国体予選 優勝

６月２６日、２８日 大阪学芸高校柔道部へ

６月３０日、７月１日環太平洋大学柔道部へ



優勝したとは言え、乱取り稽古が月に2.3回では十分ではなく、

まだまだ試合の中で自分の殻を破れずの葛藤してしまいます。

７月１１日 全日本ジュニア近畿大会

８月8～12日 インターハイ（ 福島 ） 大阪代表として国体近畿大会出場します。

トーナメント表が発表され、阿部詩選手と決勝までいけば対戦できるので、試合までの１か月、さらなる強

化を図り試合に準備していきます。応援よろしくお願いいたします。

【メディア出演について】

７月１２日(水)スポンサー 古賀稔彦さん・前田畳製作所さんの寄贈いただきます。

sofitness ultimate judo academyに畳が敷かれることになりました。

その日、古賀稔彦さんも自宅１階の道場にお越しいただき、『畳開き 兼 道場開き』を１９時より開きます。

テレビ取材は合計６社が来られます。取材していただけることは、非常にありがたく感謝していますが、

ものすごい時間と疲れが残り、予定を取られてしまいます。

私たちは芸能人ではなく、ただのチャレンジャーです。これからの最強チャレンジャーです。番組の出演を

何でもかんでも受けずに精進したいと考えています。

ご理解いただけます様よろしくお願いいたします。

応援くださる皆様に、明確な恩返しはまだできませんが、

より一層のご支援を賜りたくお願い申し上げます。



Report ～July～

【7月度 イベント】

■7月度の出稽古について

2～3日、5日 大阪学芸高校 柔道部へ

7日 常翔学園高校 柔道部へ

9日 全日本ジュニア近畿大会

14～16日 環太平洋大学柔道部へ

スペイン代表が合宿に来られていて乱取しました。

私の柔道が外人に強い柔道だとお褒めの言葉をいただきました。

19日 龍谷大学柔道部へ

24～26日 環太平洋大学柔道部へ

29～30日 環太平洋大学柔道部へ

31日 大阪学芸高校柔道部へ

今月は、岡山の環太平洋大学に7回出稽古、そのほか、出稽古には13回行きました。

皆様の支援のおかげで、遠征に行くことができ、大変感謝しています。

■スポンサー古賀稔彦さん・前田畳製作所さんの寄贈により、sofitness ultimate judo 

academyに畳が敷かれました。その日、古賀稔彦さんも自宅１階の道場にお越しいただき、

道場開きをしました。テレビ取材は合計５社が来られました。1年半、畳を購入するお金

がなくマットの上で練習してきました。まだまだ力不足ではありますが、それでも私たち

の柔道への思いを感じていただき、古賀さん、前田畳さんがスポンサーになって下さり、

道場を作っていただきました。

多くの方のサポートにより、世界一という目標に対してまた一歩前に進める環境や出会い

が増え、ますます自分の目標にまっすぐ向かう強い決心が持てました。

これからも応援よろしくお願いいたします。

必ず世界一になります。



古賀稔彦監督から試合を見ていただき下記のような言葉を頂戴しました。

「ほとんど柔道の実戦をやれていないので、そんなに甘くありません。目の前の一歩をま

だ歩いていないと言ってもおかしくありません。乱取の回数が必要です。あわてすぎず一

歩一歩行きましょう。今は来年に向けて、準備する期間です。精神的に疲れささないよう

に注意してください。」

インターハイに優勝すれば、講道館杯に出場できます。

トーナメント表が発表され、阿部詩選手と順調に決勝まで進めば、対戦できます。

残り1週間ほど、今成長できること、今できることを出し切り準備して試合に臨みます。

●今月のメディア・WEB・ニュース情報

• 7月26日

毎日放送『戦え！スポーツ内閣』～’アスリート家族の物語！’～

元柔道 日本代表の篠原信一さんが来てくださり、多くのご指導を頂けました。

子供の数も多く、全国大会や毎週末の岡山への出稽古など莫大な支出がかかるようになり

非常に苦しい思いで励んでいます。皆様に、明確な恩返しはまだできませんが、応援の程、

宜しくお願いします。



Report ～August～
【8月度 イベント】

阿部詩選手に、残り30秒で1本負け抗議するも判

定はくつがえらず敗戦。

1ヶ月前に指導で負けたインターハイチャンピオ

ン、全日本強化選手を投げて勝利しました。10月

7-9日 愛媛県にて国民体育大会に52キロ級、大阪

代表として出場します。

【出稽古】

8/4-6 岡山県 創始学園

8/14-16 岡山県 環太平洋大学

8/18-19 東大阪敬愛(国体強化合宿)

8/23 常翔学園

8/30〜9/2 岡山県 環太平洋大学

(ミライモンスターさん密着取材)

【メディア：テレビ放送予定日】

9月1日 スポーツ内閣

9月6日 TBS あさチャン

9月26日 MBS 明石家電視台

10月1日 ミライモンスター

2回戦では、全日本強化選手に勝利。

3回戦では、1本の取消などもあり、 残念の結

果でした。対戦相手は準優勝しています。

※さまざまな出演の依頼を頂いていますが、柔道以外の番組はお断りしています。



9月もすでに、4.5.6と3日間岡山県環太平洋大学に練習に来ています。宿泊や食費、洗濯、

お風呂などの出費が格段に増えて非常に苦しい中でも練習に行かせて貰えています。古賀

さんや矢野監督、片桐コーチ、佐野監督にも、たくさんご指導頂いています。今が大事な

時期であり、来年の春までにどれだけ出稽古に来て基礎を身につけられるかが重要です。

自分自身でも柔道が急に変わってきたように感じられ、楽しくなってきました。最高の指

導者、環境、選手層の厚みがあり、もっと岡山に通って成長したいです。今後とも、さら

なるご支援を賜りたく何卒宜しくお願い致します。

私が高校生の間の残り6ヶ月で、筑波大学、東海大学、帝京大学、山梨学院大学、三井住

友、コマツ、了徳寺学園、金沢学院大学、国士舘大学に出稽古にまわり、強化、アピール

していきます。

Report ～September～

【9月度 イベント】

●９月度の出稽古について

1日、2日 環太平洋大学 柔道部へ

4日、6～8日 環太平洋大学 柔道部へ

15～16日 環太平洋大学 柔道部へ

18日 創志学園 柔道部へ

22日 環太平洋大学 柔道部へ

26日 敬愛高校 柔道部へ

28～30日 敬愛高校 柔道部へ

今月は岡山の環太平洋大学、創志学園に10回出稽古に行きました。出稽古には13回いけま

した。負担となる移動費への支援により、強化する機会をいただけていることに感謝して

います。

●10月度の試合予定

10月9日 国民体育大会（愛媛）大阪代表として出場

●メディアについて

9月6日 あさちゃん（ＴＢＳ）

9月25日 明石家テレビ



2017年10～12月度活動報告 谷口由夏 

～ 強豪柔道部への挑戦 ～ 

Ｉntroduction 
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。レスリ

ングから柔道へ転向し2年目で、すでに国内トップクラスの実力になり、メディアからも注目を

集め始めています。しかしながら、全国での実績はまだまだです。 

来年からは、女子柔道の強豪環太平洋大学へすすみ、更なる飛躍を目指します。 

Report ～ October ～ 
●10月度の活動報告について 

1日       環太平洋大学 オープンキャンパス、練習に参加 

4日､6日､7日   環太平洋大学 

8日～10日    国体出場（愛媛）団体戦2回戦敗退 

11日､18日､25日 あすなろ柔道部へ 

29日      全日本学生柔道大会 

 10月10日 国民体育大会  

        2回戦敗退 



山梨学院大学 環太平洋大学 

Report ～ November ～ 

11月からは、さらなる強化のために全国の強豪校へ出稽古に行き、現在の国内トップクラス選

手と練習して、経験を積んでいきたいと思います。 

また、両親や監督との家族会議の末、来年度以降は実業団ではなく大学に進学しようと考えて

います。 

11月には環太平洋大学の受験に臨みます。 

環太平洋大学は、今年の全日本学生選手権では、決勝戦で山梨学院大学に負けていましたが、

日本のトップと言っても過言ではないため入学、入部したいと考えています。 

私立の大学に行くとなると、授業料や寮費など莫大なお金が必要になり4年間続けられるか悩み

ましたが、大学4年間は一つの学校に所属し選んだ道を全うしたいと考えていたため、チャレン

ジしてみたいと考えています。 

●11月度の出稽古について 

 3～5日       中京、関東へ出稽古 

           静岡県 東海大付属翔洋高等学校 

           山梨県  山梨学院大学 

           東京都 講道館（関東強化練成会） 

13～14日、16～17日 常翔学園高校 柔道部出稽古 

18日        環太平洋大学 柔道部出稽古 

19日        環太平洋大学 体育学科 大学入試試験 受験 

23日        環太平洋大学 柔道部出稽古 



今月は、関東や中京の強豪校に出稽古に行くことができました。 

山梨学院大学では、出口クリスタ選手。東海大付属翔洋高等学校では、宇高選手とトップクラ

スの方々と練習し、たくさん学ぶことができました。 

 

 来年ですが大学進学を決め、進学するなら日本一の大学へ歩みたく、古賀稔彦総監督が率い

る環太平洋大学女子柔道部に進学することにし、11月29日には、合格発表もあり無事合格しま

した。 

 

 大家族で、姉妹で励んできた取り組みから、初めて親元を離れ、ちゃんとしたクラブに所属

して強化できることにワクワクしています。 

たくさんの妹がいるため大学進学はあきらめていましたが、今回背中を押してもらえ進む決断

をしました。しっかり一から学び、阿部詩選手はもちろん世界のトップクラスの選手を倒すた

めに選んだ道です。この進学への感謝、皆様のサポートを力にかえて精進し、結果をつかみに

行きますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

Report ～December～ 

●2017年を振り返って 

昨年に続き、今年もご支援いただき心からお礼申し上げます。 

2017年は、古賀稔彦総監督との出会いの元、環太平洋大学へ進学する決断に至りました。 

古賀総監督、矢野監督と話し合い、オリンピックへ向けた強化育成のお話をいただき決心する

ことができました。 

2018年4月からは、オリンピックへ向け、実家を出て一人暮らしをしながら日々邁進します。12

月末には、三井住友海上へ出稽古に行かせていただき、近藤亜美選手や全日本強化選手と稽古

に励みました。阿部詩選手も来られていたので2本しっかり稽古し、2018年に自信をもって試合

に取り組める気持ちにもなれました。楽しみにしてください。 

 

●12月度の出稽古について 

12月3日   神戸科学技術高等学校（兵庫県）  

12月10日   神戸科学技術高等学校 

12月13日   常翔学園高等学校（大阪府） 

12月16日   常翔学園高等学校 

12月17日   神戸科学技術高等学校 

12月20日   常翔学園高等学校 

12月23、24日 三井住友海上 柔道部（東京都） 

12月26日   環太平洋大学（岡山県） 

12月27、28日 天理合宿（奈良県）     
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