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はじめに、星野仙一チェアマンの訃報に接し、心からお悔やみ申し上げます。 
父と私は、初めて星野チェアマンとお会いした時の笑顔と「応援しているから、頑張って、
すごいね！」と言って頂いたことを、今でも昨日のことのように思い出すことが出来ます。 
父も「俺は弱いチームを強くすることが好きなんだ。それが、男のロマンやないか！」と
いう星野チェアマンのフレーズが好きで、大家族で切磋琢磨して頑張ろうと話をしてくれ
ました。 
この想いを力に変えて強くなります。そして必ず柔道で世界一になります。 

Report - January 

メディアに関して、全国放送の番組が2つ密着取材が入っています。 
私だけでなく妹たちも強くなり、試合で結果を出し、高い評価を受けるようになってきま
した。 
柔道に転向し3年目に入った2018年から一日一日をつなげて努力していきます 
本年もよろしくお願いいたします。残念でつらい想いですが、星野チェアマンから頂いた
笑顔とお言葉を忘れずに頑張ります。皆様にとって良い一年になることを心より願います。 

◎1月の活動について 

年末年始 肉体強化月間としてトレーニングに励んでいます。 

1月13日, 14日 テレビの撮影がありました。2月以降も撮影があります。 
全国放送の2番組が、春までに密着取材してもらえます。 

1月17日 龍谷大学に出けいこ。足の違和感があり見学。 

1月20日 岡山県、環太平洋大学に出けいこ。練習後に大学の筋トレルームでト
レーニングして帰りました。 

環太平洋大学での出けいこの様子 



◎2月の主な大会・イベント・その他活動 

Report - Februay 

2月3日 テレビ取材 
肉体改造に取り組んでいます。 

2月10、12、14、16、20、25日  
環太平洋大学女子柔道部へ出稽古 
 
2月23日 
k1王者の選手が番組の撮影でジム
にきて頂き、立技を教えて頂きま
した。 
 
2月24日 
常翔学園へ出稽古 

●エピソード 
道場に、新しいトレーニングマシーン curve treadmillが入りました。父親がオリジ
ナルマシーンを中国の工場に依頼して作ってもらいました。最近は、下半身強化に励
んでいます。 
2月26日 昨日の寝技の練習中に膝を捻り大阪の病院で、X線、MRI検査の結果、外
側側副靱帯を伸ばしたのみで、大事には至りませんでした。しっかりリハビリして、
強化していきます。 

◎今後のメディア・WEB・ニュース情報 
現在、2局の番組の密着取材が入っています。4月の中旬の日曜日に全国放送でスペシャル
番組が放送されます。放送日は1週間前まで報告出来ませんが、宜しくお願い致します。 
 
◎3月の活動状況や予定 
3月は大学の選抜に選ばれて2月の入寮許可や合宿にも参加予定でしたが、膝を大事にして
合宿には参加しません。その分しっかりと強化していきたいです。これからも宜しくお願
い致します。 



3月1日 
高校の卒業式でした。柔道を始めるために編入した大正高校の卒業式でした。代表で卒業
証書を受け取ることができ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。この2年間が今後の
大学4年間につながり、柔道でまず世界一になる目標達成に向けステップアップできまし
た。感謝の気持ちを忘れずに精進していきます。 

●メディアについて 
4月中旬に2つの番組で放送される予定です。一つは、我が家だけの2時間スペシャルで全
国放送されます。また、私たち姉妹や長男獅宗の様子など見てください。 
 
●イベント 
4月1日 環太平洋大学入学式 
今後とも応援宜しくお願いいたします。 

◎3月の主な大会・イベント・その他活動 

3月2日 龍谷大学へ出稽古 3月4日 環太平洋大学へ出稽古 

3月5日 
日常翔学園さんへ出稽古 
 
3月6日、7日 
環太平洋大学さんへ出稽古、練習後もしっかりとトレーニ
ングしています。 
 
3月8日～15日まで 
常翔学園さんへ出稽古、自宅ジムでもしっかり肉体強化し
ています。 
 

Report - March 



2018年4～6月度活動報告 谷口 由夏 

～ 強豪柔道部へ入部 ～ 

Introduction 
4月から、かねてより出稽古でお世話になっていたバルセロナオリンピック金メダリスト
古賀稔彦さんが総監督を務める環太平洋大学女子柔道部へ入部しました。練習相手が妹た
ちだけだった環境とは異なり、日本トップクラスの柔道部に入り、今までにない成長速度
で駆け上がっていきます。 

Schedule 
6月23日 全日本学生柔道優勝大会 

7月8日 全日本ジュニア柔道体重別選手権 

8月25日 中国四国学生女子柔道体重別選手権大会 

9月8日～9日 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 

9月29日～30日 全日本学生柔道体重別選手権大会 

10月20日～21日 全日本学生柔道女子体重別団体優勝大会 

11月3日～4日 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 

11月23日～25日 2018グランドスラム・大阪 



Report - April 
◎ 4月の主な大会・イベント・その他活動 
 
4月1日 環太平洋大学体育学部体育学科に入学。古賀俊彦総監督、矢野智彦監督率いる女
子柔道部に入部することができました。皆様のご支援のおかげで、レスリングから柔道に
転向して2年間、公立高校に柔道部を創部し、姉妹2人だけのなか、日本のトップクラスの
柔道部に入部できたことを心から感謝お礼申し上げます。 
環太平洋大学柔道部の道着一式、（白）（青）、ジャージ上下、ポロシャツを購入するこ
とができました。ご支援いただけていなければ購入できる金額ではなかったと、父親から
聞きました。初めての青色の道着で心が躍動しました。 
 
左膝の外側側副靭帯の損傷も順調に回復、4月20日ごろから軽めの乱取り稽古にも入れる
ようになりました。5月6日全日本ジュニア岡山県予選に向けて、わずかな調整期間になり
ましたが初めての大学生の試合となります。やれることをやり切りたいと思います。 
 
◎ 4月のメディア・WEB・ニュース情報 
 
4月15日 ミライモンスター、ビフォーアフターの番組で谷口家が放送されました。テレ
ビに数多く出ることでいい面、悪い面が出てきます。行く先々で、お店など知らない方か
ら応援のお言葉を沢山頂けるようになりました。いろいろな批判の書き込みなどもありま
すが、暖かいお言葉を頂ける方々の声援を自分自身の力に変えて目標達成に向け精進して
いきます。 
大学の柔道部に入ることで練習環境が整い、より一層柔道に没頭できるようになりました。
環太平洋大学の選手として、学生として、模範となるように監督から指導を受けました。
大学に所属してもいろいろな費用が掛かることもよく理解しています。結果が必要な立場
であり、また結果をより残せる環境に属しました。必ずや結果を残し前進してまいります
ので、今後とも温かいご支援をよろしくお願いいたします。 



5月６日（日） 
全日本ジュニア岡山県予選 

女子52kg級 準優勝 

Report - June 

決勝戦では、同大学の古川棒花選手と対戦しました。延長10分過ぎに裏投げに行きました
が、先に背中がついてしまい敗退してしまいましたが、中四国大会への出場権は獲得でき
ました。まだ、膝の調子をみながらの練習参加ですが、早く完全復帰して成長していきた
いです。 
古賀稔彦総監督から、練習後のストレッチなどを部員みんなの前で見本を見せるよう役割
を任せていただけました。また打ち込みが、少し変化し実践的な動きができるようになっ
てきたと褒めていただけました。柔道はまだまだ3年目に入ったところですが、自分の強
みを生かしてポジティブな精神でチャレンジしていきたいです。頑張ってこの一年吸収し
てしみこませたいです。 

◎ 5月の主な大会・イベント・その他活動 

Report - May 

◎ 6月の主な大会・イベント・その他活動 
 
日々の肉体改造と柔道の反復練習で、基本の打ち込
みが実践的な動きに近づいてきていると先生から褒
めていただけるようになってきました。膝周囲の痛
みが軽減し、6月中旬から乱取りをスタートしていま
す。 
7月15日に全日本ジュニアの中四国大会があるため、
それに向け最終調整に入っています。今は、スペイ
ンから代表チームが合宿に来てくれているので、
しっかり欧州スタイルを身につけて頑張りたいです。 
 
6月11日、次女の試合に合わせて、大阪に帰省。
しっかりリフレッシュできましたので、7月の大会に
向けて頑張っていきます。 



Report - July 

・7月9日～28日 スペイン代表と合宿 
・7月31日～8月10日 夏休み 帰省 
 
 試合前の1週間は、体育の授業で水泳の実習
が朝からありました。日焼けと水泳の疲労と練
習に参加できないもどかしさで迎えたジュニア
予選で優勝できたことは、不安から自信に変わ
りました。災害などで学校にも行けない日もあ
りましたが、なんとか初めての大学生活を毎日
過ごしています。この暑い夏に肉体的にも精神
的にも強くなって残り半年弱、しっかり成長し
結果も残したいです 

●7月の主な大会・イベント・その他活動 

7月15日 全日本ジュニア中四国大会 
52キロ級 優勝 

Report - August 
●8月の主な大会・イベント・その他活動 
 
1日    全日本ジュニア近畿大会 3女の同行 
3日    大阪府高校総体 2女の同行（優勝） 
4～5日 近畿大会 3女、4女の同行 
 
 初日から連日、妹たちの試合に同行することになりました。姉妹で毎日試合に行けるの
は、大学のクラブとは全く違いますし、こうやって育てられてきたんだと思えました。出
稽古にトレーニングに、充実した夏休みの帰省になりました。4月から寮生活で家族と離
れましたが、家族みんなで同じ目標に向かって励んでいることは力強い支えになると感じ
ました。妹たちも間違いなく成長しているということを実感しました。私も環太平洋大学
で日々柔道に取り組んでいます。私も間違いなく成長出来ている！と力に変えて頑張りた
いです。応援よろしくおねがいします。 



Report - September 

9月8～9日 平成30年度 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 
52キロ級 優勝 

13日 
乱取りの稽古中に、膝を捻り捻挫しました。左膝のけがも治り、夏休みも休むことなく練
習に励んできただけに悔しいですが、8月末までは安静にしてしっかりとリハビリに取り
組みたいです。9月8日には全日本ジュニアに大会があるため、9月からできる範囲で調整
して出場したいです。 
 
19日 
 4女の全国中学生柔道大会の応援に広島へ行きました。4女は全小も5.6年ともに出場し、
今回は中学１年生で出場。良い刺激になりました。会場では57キロ級世界柔道選手権金メ
ダリストの宇高菜絵さんとお会いでき、記念撮影。今度自宅道場に柔道を教えに来て貰え
ることになりました。頑張って大外刈りを磨きたいです。 
8月25日のインカレの中四国大会は、苦渋の決断になりましたが怪我が悪化しないよう辞
退することにいたしました。 
 
●8月のメディア・WEB・ニュース情報 
・8月19日 フジテレビ・「ジャンクSPORTS」に出演しました。 

●9月の主な大会・イベント・その他活動 

∙ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会に
出場、3位入賞しました。その結果、
2018年11月3～4日に開催される講道館杯
に出場する権利を獲得しました。 
 

∙ 全日本柔道連盟強化選手 52キロ級 Ｃ
強化選手に選出していただきました。今
後は、日本の誇りを胸に、強化合宿や国
際大会に出場し、しっかり成長して結果
を残すよう頑張ります。応援宜しくお願
いいたします。 



・9月8～9日 平成30年度 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会について 
 
前日計量の日も、膝は90度くらいしか曲がらず固定して出場しました。 
怪我の悪化が極力ないように、寝技も足技も出せない、出さないで戦うしかなく厳しい状
況でしたが、古賀稔彦総監督、矢野監督、片桐コーチはじめトレーナーの先生、先輩や同
僚に支えられて戦うことができました。大学生になって初めての全国大会で入賞ができ、
今までとは違う環境で戦え、感謝の気持ちでいっぱいになりました。早く怪我を完治させ
て成長していきたいです。 
 
・9月22～25日 全日本強化合宿（場所：味の素トレーニングセンター）に招集 
 
3年前は東京オリンピックターゲットエイジにも選ばれ、レスリングで強化選手として味
の素で育成していただいていました。柔道を始めた以上、まずは強化選手に入り、味の素
に招集されることを第一の目標（スタートライン）に頑張ってきました。自分としては1
年多く時間がかかってしまいましたが、しっかりと経験、成長はできていると信じていま
す。まだまだ、柔道は初心者レベルから抜け切れていませんが、多くの先生方のご指導の
下、今の強化選手の方々にチャレンジし、もまれて、頭角を現すよう頑張ります。 
レスリング時代の強化コーチの方にもお会いでき、「頑張ってね」とお声をかけていただ
けました。非常にうれしく、頑張るぞ！という気持ちになれました。 



Report - October

大阪に帰省し、膝の調整やトレーニングフォーム
の再確認を行いました。
また、膝と肘の精密検査も受け、リハビリを続け
ていけば問題ないとの診断に一安心しました。

新しいトレーニングもスタートし、体の変化が出
てきていると感じています。まだ膝の問題があり
120%のトレーニングができませんが、講道館杯に
向けてやれることをしっかりと、一日一日意識し
て取り組みます。

●10月は大会がなかったので、集中的に体のメンテナンスを行いました

Report - November
◎11月の主な大会・イベント・その他活動

11月4日 講道館杯出場

11月22日～28日 全日本国際合宿（大阪）に参加

11月4日、講道館杯に出場しました。緊張もなく、
しっかりと準備して望めました。妹にも受けとし
て試合会場に入ってもらい、いい状態で試合に臨
めましたが、2回戦で思わぬ指導が続き反則負けに
なってしまいました。
納得のいかない結果に、監督とも話し合い一旦切
り替えてしっかりと今まで通りの稽古を継続して
いくことにしました。
よい試合が出来るように自分自身を成長させてい
くだけなので、これからもしっかりと稽古に励み
たいと思います。

●膝の調子はスクワットができるまでに回復しました



Report - December
●12月は大会への出場はせず、稽古に集中しました

あっという間の365日、2018年でした。環太平洋大学に入学し、親元を離れて寮生活を
始めました。怪我が2度も続き、思うような練習ができず試合も出場を辞退せざるをえ
ませんでしたが、年末の全日本ジュニア3位という結果から全日本強化選手に選んでい
ただくことができました。
2019年は環太平洋大学の学生として、全日本強化選手として、頭角を現すことのできる
1年になるように励んでいきます。2018年は大変お世話になり、ありがとうございまし
た。2019年もどうぞよろしくお願いいたします。

11月22日から全日本国際合宿が大阪で開催され、招集されました。
初日は練習後に一旦実家に戻り、メンテナンスとリハビリを行い
ましたが、23日から25日は朝6時からみっちりと練習に参加しま
した。外国人対策といった、世界一にむけた国際戦を意識した内
容は、非常に勉強になりました。
12月はしっかりと肉体を強化し、外国人を圧倒できるパワーを身
に付けて最後の一本が取れる柔道を目指して稽古に励みます。

12月10日～12日
パーク24の渡名喜選手（48キロ級）が環太平洋大学へ出稽古に
訪れました。何度も乱取りしていただき、真剣に向き合うことが
できました。

12月24日
埼玉選抜の生徒の皆さんが出稽古に訪れました。大阪からは私の
姉妹も出稽古に訪れました。姉妹の成長も感じたと同時に、この
環境で毎日練習できることに改めて感謝の気持ちをもち日々努力
しようと思いました。

12月30日
常翔学園柔道部へ、姉妹と共に出向き稽古収めに参加しました。高校生の頃私もよく出
稽古に行き強化していただいた練習場で、妹（三女）が来年からお世話になります。
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