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開催地 豊田自動織機海陽ヨットハーバー１

主 催 海陽海洋クラブ１
協 賛 ヤシマ マリンサービス１

SAIL FAST １
ノースセール ジャパン

1. 夢の島ヨットクラブ ３ ０ 0 ３
2. 江東区立小中学校セーリング部 ８ ０ 1 ９
3. KMC横浜ジュニアヨットクラブ ４ 2 0 ６
4. 横浜市民 YH ジュニア YC ４ 6 1 11
5. 横浜ジュニアヨットクラブ ２ 0 0 2
6. 江ノ島ヨットクラブジュニア 13 5 3 21
7. YMFSジュニアヨットスクール葉山 5 0 1 6
3. 葉山町セーリング協会 12 6 0 18
4. 熱海ジュニア海洋クラブ 1 1 0 2
5. 三重県Ｙ連盟Ｊ・ユースＹＣ ０ ２ 0 2
6. 真野浜セーリングクラブ ２ 0 0 2
7. 琵琶湖ジュニアＹＣ １ 1 1 3
8. B&G兵庫Ｊ海洋クラブ 9 2 0 11
9. 広島セーリングスクール ４ 0      0 4
10. B&G高松海洋クラブ 1 0 0 1
11. B&G松山海陽クラブ 1 ０ ０ 1
12. B&G新居浜海洋クラブ 1 0 0 1
13. 海陽海洋クラブ 7 ２ 2 11

合計 78 27 ９ 114

クラブ
エントリー

Gold

Silver

Bronze

年度 Gold Silver Bronze

2012 50 ｼﾝｸﾞﾙ６ ｽﾙｰﾌﾟ14

2015 37     24      13

2016 40     13      16

2017 33     18      11

2018 台風で中止

2019 47 10       6

2020 57     20（コロナ禍

2021 78   27       9

いつも 我がクラブが 各地に遠征をして そのクラブに お世話になっている恩返しと、年に一度の “お祭り”とし

て 海陽海洋クラブは『海と風 Race』を開催しています。ヨットレースは「海【水】と 風と シーマンシップのみ

を用いて競技しなければならない」との一文が RRS原則 にあることで 大会タイトルを名付けました。

また、World Sailing の提唱する ”Sport  nature  technology ” のモットーは Sport ＝ スポーツマン シップ

nature ＝ 海 と 風 technology ＝ ヨットの技術 と位置付けられます。 自然そのもの の“海”を自由に走る事は

楽しいですが、練習して腕を磨くことが必要です。でも 『海と風 Race』は ”どの段階の OP乗り でもレースを楽し

むこと“ をコンセプトにしています。つまり、ゴールド（上級）シルバー（中級）ブロンズ（初級）をチョイスすれば、

ワールド選手から 初めてOPに乗る選手までが ここ 愛知・三河の海で レースと言う ＯＰヨット遊びができます。

皆さまのお陰をもちまして、今年は100艇を 優に超える OPが 東は東京、西は 中国・四国から集まりました。

過去の記録

このレポートは

2021大会の

思い出を詰めた

メモリー

スティック

として

保存下さい



DAY１
practice Race for

Gold & Silver

手作りの大会運営 私たちの海陽海洋クラブは それほど大きなクラブではありませんが、一度

集合を呼びかければ クラブ創立14年来の 卒業した 父・母・卒業生が 大勢 応援に駆け付けます。

また 参加されるクラブからも お手伝いを頂き、運営を賄っております。 日頃は レース運営に携

わる事が少ない我がチームなので 本日は 選手達の為の練習と言うよりも 父母たちの練習でした。

加原

弦季

長かった

梅雨が明けて

真夏がやってきた。

弦季

シルバー
クラス ゴールド

クラス

７月 22日 令和３年

松永 虎汰郎

中田 航誠

松永虎汰郎

武井 太陽



４年前の海と風ブロンズクラス の仲間達

1. 西村 都央子 小１ 横浜市民

2. 岩波 由夏 小１ 江の島

3. 佐藤 凱 小１ 海陽

4. 廣田 士 小２ 琵琶湖

5. 中田 琴海 小３ 江の島

6. 加原 賢人 小４ 江の島

7. 永井 智規 小４ 海陽

8. 後藤 晴人 小５ YMFS

9. 實松 亮平 小５ 江東区
↓ 彼／彼女たちは ４年も経つと 今では 日本OPを支える 有力な選手に成長しています。

初心 忘るべからず どんなに有名な オリン

ピックの選手でも こんな時もありました。

よく、ピヨピヨたち と呼ばれることもありま

すが、金（メダル）の卵 との表現も可能です。

小学１年生～中学３年生までの OPの世界を

３つに割り、 小学１,２,３年は 初級。

小学４,５,６年を中級。中学１,２,３年を上級。

とするも 誰もが自分に合わせて好きな級を･･

･･ 選びます。中３がブロンズを選択してもOKです。OPは 自分の為のヨットなのだから。

蜂須賀

コーチ

川前

コーチ

後藤

コーチ



↑ハイクアウト ↓ラダーの使い方。今年は ”初めての人でもOK！”の うたい文句で募集しました。

遠くの海面では ゴールド／シルバーが 練習レースを行っています、岸辺ではブロンズ

ちゃん達が一生懸命に アカ汲み練習。普通のヨットにはセルフベイラーがありますが、

OPでは こうやって ヨットとは何か？を知り その本質を追求していくのです。

永井
智規

中田 琴海

廣田 士廣田 士



岩波 由夏（ゆな）

加原 賢人

西村 都央子

後藤 晴人 實松 亮平 廣田 士

西村 都央子 佐藤 凱

岩波 由夏

後藤 晴人

加原 賢人
永井

智規中田 琴海

ブロンズ クラスのバックボーンとなるのは 後列の 父・母、レース委員長の本田さん、そして既にOPを卒業した３名のコーチ達。ありがとう 皆さん！



藤田 蒼士

ライナス 海波

高橋 父 濱川 母
冨永 母

伊地知

岡田 晴
畠中

ご存じ 重松 陽



檜垣 俊忠

角森 帆朱

Gold  fleet

後藤 大志

BFD

剛

明日香
瞭太

檜垣 武田

氏家



川島 豪太 小５
津田 翔太

岩波 萌夏

加原 弦季

本部船 オーナー

真栄平

さん

岡田 佳悟

中原 美沙希

クラブ父母が総出の RC

本番に 必要な経験を

積みました豪太は英語がペラペラ

父の仕事関連で５年間

米国で育ったから

なので セールは USA



高梨 匠海

飯島 来海

飯田 泰雅

長谷川 稔八

白石 征也

牧野 夏希

稲葉奏介

12 :17 U旗アッ プ

天気は最高、風弱し
（５～７ノット）



畠中 紗英

三木 基生

中川 出帆

清 恭典

中田 航誠

青山 侑友

２０２１

真 夏



岡田

海洋

一番乗り 岩波 将吾

記録

松原 母

有本 心優

後藤 大志

二番 回航 嘉手川 浬帆

池田 航介

残念 マークタッチ

蜂須賀 父

マークタッチ を監視する

濱川 ＆ 蜂須賀 父

①マーク RC

後藤うらら

１ 回 目



清 恭典

堀野 瑠海

岩波 将吾

２上も トップ回航

角森 未岬

ダウスト

絵麻

池田 航介

２上で またも マークタッチ !!

白鳥 美和

實松 莉歩

コースは スタート → ① →  ② →  ① →  ② →  フィニッシュ

ワ ー ッ

拓 海



岡田 晴 牧野 夏希 長井 美帆

Finish!Race １

岩波 将吾

1st

嘉手川 浬帆

2nd

トップは 将吾 小６ この大会のヒーローとなれるか？

２位は 浬帆 中２ 並みいる NT軍団を寄せ付けず この順位は立派

1. 岩波 将吾 小６ 江の島

2. 嘉手川 浬帆 中２ YMFS

3. 藤田 蒼士 中２ 兵庫

4. 後藤 うらら 中３ 広島

5. 本田 剛 中２ 海陽

6. 後藤 大志 中２ YMFS

7. 重松 陽 中３ 夢の島

8. ライナス 海波 中２ 広島

9. 上野 僚介 中２ 横浜市民

10. 安田 巌 中２ 兵庫

11. 青山 侑友 小６ 葉山

12. 加原 弦季 小６ 江の島

13. 中島 拓海 中３ 横浜市民

Race １ Gold Result

内田 歩

森居 昴太郎

伊地知 寛幸

ﾀﾞｳｽﾄ 絵麻若鍋 雄大永井 達規

絵麻



古谷 昊土

須田 博也

長谷川 稔八

博也

長井 美帆

岩永 萌夏

重松 陽

渡辺 蔦
平野 和也

池田 航介

平野 和也

西村 航洋

13:31 スタート

1 3 : 2 7 U 旗 ア ッ プ



岩永 萌夏

重松 陽

池田 航介

本田

剛

①マーク 回航順序 陽 – 航介 – 萌夏 – 剛 – 将吾 – 晴月 – ライナス

吉岡 晴月

将吾

ライナス 海波

藤田 蒼士岡田

海洋

どうにも風が無く コース短縮 表示

①マーク RC
スタート ピン ＆ ②マーク RC

②マーク短縮 完了

嶋倉 孝英

松原
父

大地

岡田 父

父 ②マーク艇

母 成績表

大地 ②マーク艇

爽良 レスキュー

海洋 Gold 選手

晴 Gold 選手

松原
母

岡田家は 全員参加



16．安田 巌 中２ 兵庫

17. 中島 拓海 中３ 横浜市民

18.  加原 弦季 小６ 江の島
19. 嘉手川 浬帆 中２ YMFS
20. 大桃 悠汰 中２ 江東区
21. 上野 僚介 中３ 横浜市民

22. 上田 舞花 中１ 葉山
23. 有本 心優 中２ 兵庫
24. 中田 航誠 小６ 江の島
25. 牧野 夏希 小６ 葉山
26. 長井 美帆 中１ 江東区
27. 秋田 海斗 小６ 江の島
28. 水谷 光一 小６ 江の島
29. 内田 歩 中１ 葉山
30. 永井 達規 中２ 海陽
31. 岡田 佳悟 中３ 江の島
32. 高梨 匠海 小５ 熱海
33. 武井 太陽 中１ 江の島
34. 渡辺 蔦 中１ KMC
35. 實松 莉歩 中１ 江東区
36. 伊地知 寛幸 中１ 海陽
37. 岡田 海洋 中２ 海陽
38. 前田 海悟 中１ 横浜
39. ダウスト 絵麻 中１ 兵庫
40. 尾崎 友太 中１ 葉山
41. 北岡 浬 中１ 葉山
42. 山内 琥太郎 中２ 新居浜
43. 中澤 太郎 中１ 兵庫
44. 濱川 航英 中１ 海陽
45. 嶋倉 孝英 小６ 真野浜
46. 長谷川 稔八 中２ 兵庫
47. 岡田 晴 小６ 海陽
48. 角森 未岬 小６ 海陽
49. 畠中 紗英 小５ 江の島
50. 清 恭典 中１ 横浜

1. 重松 陽 中３ 夢の島

2. 藤田 蒼士 中２ 兵庫

3. 本田 剛 中２ 海陽

4. 岩波 萌夏 中２ 江の島

5. 池田 航介 中２ 江の島

6. 吉岡 晴月 中２ 真野浜

7. 岩波 将吾 小６ 江の島

8. 堀野 瑠海 中２ 兵庫

9. 藤田 翔伊 小５ 兵庫

10. ライナス 海波 中２ 広島

11. 後藤 大志 中２ YMFS

12. 森居 昴太郎 中３ YMFS

13. 青山 侑友 小６ 葉山

14. 後藤 うらら 中３ 広島

15. 池田 ななみ 中１ 江東区

Race 2 Gold Result

Finish!Race 2

藤田 蒼士

重松 陽

１位 ２位 ３位

堀野 瑠海

若鍋 雄大

９着

繰り上げ８位

８着 → DSQ

79点

若鍋 雄大

昴太郎
侑 友 大志

ななみ

うらら

長井 美帆

S →１→２ →１→２→ F

スタート

フィニッシュ



Race１

関 颯一郎

西村 泰洋

井上 雅治

堀野 葵

西村 泰洋

川島 豪太

佐藤 彩香

井上 和田
関

西村

お待たせしました シルバークラス。

初心者から 上級者まで どんな人で

も 海と 風と レース を楽しむことが

出来るのがこの大会コンセプトです。

右の表は３クラス割合を示しており

ところてん のように中学３年生は

来年からは OPから押し出されます。

ゴールド

77 艇

シルバー 27艇

ブロンズ ９艇



1. 檜垣 俊忠 小５ 兵庫

2. 松永 虎汰郎 小４ 江の島

3. 関 颯一郎 小４ 江の島

4. 堀野 葵 小４ 兵庫

5. 氏家 流星 小５ KMC

6. 川島 豪太 小５ 江の島

7. 中野 雄太 中２ 横浜市民

8. 角森 帆朱 小４ 海陽

9. 佐藤 彩香 小４ 葉山

10. 岩崎 七飛 小４ 葉山

11. 中村 瞭太 小６ 三重県

12. 中原 美沙希 小５ 江の島

13. 武田 禮 小４ 江の島

中原 美沙希

三浦 波珠

北畠 芽依

源関 新

廣田 穣

長岡 美都 津田 翔太

Silver Race 1 上位 Result

松岡 明日香

高木 錬

Race 2
松永 虎汰郎

Gold  fleet



1. 堀野 葵 小４ 兵庫

2. 檜垣 俊忠 小５ 兵庫

3. 松永 虎汰郎 小４ 江の島

4. 井上 雅治 小４ 江の島

5. 岩崎 七飛 小４ 葉山

6. 武田 禮 小４ 江の島

7. 中野 雄太 中２ 横浜市民

8. 中村 瞭太 小６ 三重県

9. 西村 泰洋 小３横浜市民

10. 川島 豪太 小５ 江の島

11. 源関 新 小５ 葉山

12. 中原 美沙希 小５ 江の島

13. 長岡 美都 小４ 葉山

14. 井上 雅治 小４ 葉山

シルバークラス旗

佐藤 彩香

井上 雅治

泰洋

虎汰郎

井上 雅治

氏家 流星角森 帆朱

武田 禮

Silver Race 2 上位 Result

源関 新

廣田 穣
市橋 祐人



綿抜 悠汰

中田 航誠

前田 海悟

尾崎 友太

July Chairman

斎藤 英明

Judge

石黒 裕之

夏の日は長いので余裕を持って４レース

を予定したが 午前は風待ちとなった。

微風シリーズだが捨てレースが欲しいので

あと2本は成立させたい。その為には

②マークとフィニッシュラインを限界まで

近づけて時間短縮を図る。 ブロンズ

のイベントを終えて レース観戦をする

ブロンズクラスの 運営、コーチ達。

ゴールド スタートで アウタースリット

の 岡田大地。どちらも 元OP選手達だ。

ENOSHIMA
ATAMI

MANOHAMA

KMC YOKOHAMA

HYOGO

川前 優太 後藤 凛子 蜂須賀 啓介



角森
未岬 長井 美帆 北岡 哩

中島 拓海

飯田 泰雅

濱川 航英重松 陽
上野 僚介

吉岡 晴月 ダントツの ①マーク Top 回航

安田 巌

剛
山内 琥太郎 松岡 忠尚

中澤 太郎

大志

G o l d

武井 太陽



ダウスト

うらら

舞 花

心優 内野 紗良

石井 瑛大

岡田 晴

晴月 １番 ７位



藤田 翔伊 19着 18位

池田 航介 ２着 ６位

岩波 萌夏 ６着 ５位

Finish!
Race3



重松 陽 総合３位

藤 田 蒼 士 総 合 ４ 位 ラ イ ナ ス 海 波 総 合９位

有本 心優 総合19位

大桃 悠汰 24位 青山 侑友 15 位 秋田 海斗 27位
牧野 夏希 28位

前田 海悟 42位
高梨 匠海 48位 佐藤 直樹

61位

水谷 光一 34位

登田 未央 51位

北岡 哩 74位綿抜 悠汰 71位神田 清流 59位
中川 出帆 58位

白鳥 友治 76位
長谷川 稔八 57位



小林 和奏 62位

赤塚 智 75位

西村 航洋 73 位

白鳥 美和 76 位

登田
未央

うらら 赤塚 智

R -３ 最終艇 3228
フィニッシュ
ホーン

Did Not Finish 艇 は R-１=10艇、Ｒ-２=12艇、

R -３＝０ あり、微風シリーズで 満足に帆走できて

いない艇もあり、なんとか 捨てレースを成立させて

DNFに絡んだ選手にも より精密な順位を与えたい。

BLACK 旗 を揚げるも・・・。 最終レースには 一発逆転や メンタルがハイになった選手達をなだめるためにも よく黒色旗が用いられる。 R-3 の終了後

僅か８分後に R-4の予告が揚り スタートするがゼネリコとなる。そして シルバーの予告信号が揚った。

残念ながら
ゴールドは時間切れ
R-4 はノーレース

とします。

シル
バー



中村 瞭太

堀野 葵

中村 瞭太

中野 雄大

檜垣 俊忠

Race３

岩崎 七飛 井上 雅治

川島 豪太 武田 禮 角森 帆朱

関
颯一郎

氏家 流星

三浦 波珠

長岡 美都

高木 錬長岡
美都

和田 晏奈

Silver Class はGold を優先したために まだ２レースしか

消化してなくて、Goldがゼネリコ／再レースが中止となって

からも コースも短ので可能と判断し R-３を スタートした。



和田 晏奈源関 新

佐藤 彩香

津田 翔太

翔太

西村泰洋

泰洋

廣田 穣
市橋 祐人

穣

祐人

1. 堀野 葵 小４ 兵庫 ８

2. 檜垣 俊忠 小５ 兵庫 16

3. 松永 虎汰郎 小４ 江の島 16

4. 岩崎 七飛 小４ 葉山 17

5. 中野 雄太 中２ 横浜市民 18

6. 中村 瞭太 小６ 三重県 20

7. 井上 雅治 小４ 葉山 23

8. 川島 豪太 小５ 江の島 24

9. 武田 禮 小４ 江の島 26

10. 中原 美沙希 小５ 江の島 33

11. 氏家 流星 小５ KMC横浜 34

12. 佐藤 彩香 小４ 葉山 39

13. 松岡 明日香 小４ 葉山 42

14. 関 颯一郎 小４ 江の島 43

15. 源関 新 小５ 横浜市民 47

16. 三浦 波珠 小４ 葉山 49

17. 西村 泰洋 小３ 横浜市民 50

18. 若林 真輝 中２ 三重県 52

19. 長岡 美都 小４ 葉山 54

20. 角森 帆朱 小４ 海陽 56

21. 和田 晏奈 小６ 横浜市民 61

22. 北畠 芽位 小５ 熱海 62

23. 津田 翔太 小５ 横浜市民 63

24. 廣田 穣 小４ 琵琶湖 68

25. 高木 錬 小４ 海陽 70

26. 市橋 祐人 小５ 横浜市民 71

27. 山﨑 帆高 中１ KMC横浜 84

レース委員長 永井 久規

プロテスト委員長 斎藤 英明

成 績 表 角森 桂子

岡田 佳代子

シ ル バ ー ク ラ ス 成 績

谷本 七海

せっかく海陽まで来て
いただきながら

全レース DNCとなっ
た 3296 YMFS葉山の
谷本さんでした。

モノにはランク があり、

松･竹･梅 とか、寿司では 上･並 ･

コンビニ寿司 とか、海と風 では

Gold･Silver･Bronze とかがあり

バリエーションがあった方がより

楽しめる。 参加 27選手のうち

４名を除き 23名が 小４～小６に

該当し 正に小学上級生がメインで

熱戦が展開された。優勝の堀野君

は 兄が World選手で 弟としても

黙ってはいられず 頭角を現した。

２-３位は接戦で スコアは16タイ、

R-1の１位と２位１点差ブレ－クの
横浜市民コンビの泰洋【小3】はSilver最年少、翔太と共に走る。

２位 檜垣。３位 松永は 父

が OPではトップ成績の 元

オリンピアン。飯島・加原

家に続き 嬉しい限りです。

来年は Goldへ or Silverで

再出場かは お好きなように。



1. 本多 剛 ８ 海陽

2. 岩波 将吾 ６ 江の島

3. 重松 陽 ９ 夢の島

4. 藤田 蒼士 ８ 兵庫
5. 岩波 萌夏 8 江の島

6. 池田 航介 8 江の島

7. 吉岡 晴月 8 真野浜

8. 嘉手川 浬帆 8 YMFS

9. ライナス 海波 8   広島

10. 加原 弦季 6 江の島
11. 後藤 うらら 9 広島

12. 後藤 大志 ８ YMFS

13. 堀野 瑠海 ８ 兵庫

14. 上野 僚介 8 横浜市民

15. 青山 侑友 ６ 葉山

16. 中島 拓海 9 横浜市民

17. 安田 巌 8 兵庫

18. 藤田 翔伊 5 兵庫

19. 有本 心優 8 兵庫

20. 岡田 海洋 ８ 海陽

21. 濱川 航英 7 海陽

22. 中澤 太郎 8 兵庫

23. 上田 舞花 7 葉山

24. 大桃 悠汰 8 江東区

25. 池田 ななみ ７ 江東区

26. 森居 昂太郎 9 YMFS

27. 秋田 海斗 6 江の島

28. 牧野 夏希 ６ 葉山

29. 中田 航誠 6 江の島

30. 清 恭典 7 横浜

31. 岡田 佳悟 9 江の島

32. 永井 達規 ８ 海陽

33. 内田 歩 7 葉山

34. 水谷 光一 6 江の島

35. ダウスト 絵麻 7 兵庫

36. 伊地知 寛幸 7 海陽

37. 長井 美帆 ７ 江東区

38. 渡辺 蔦 7 KMC

39. 實松 莉歩 ７ 江東区

40. 尾﨑 友太 7 葉山

41. 山内 琥太郎 8 新居浜

42. 前田 海悟 7 横浜

43. 岡田 晴 7 海陽

44. 畠中 紗英 5 江の島

45. 角森 未岬 6 海陽

46. 松岡 忠尚 5 松山

47. 武井 太陽 7 江の島

48. 高梨 匠海 5 熱海

ゴ ー ル ド ク ラ ス 成 績

Awards Ceremony

シルバーは兵庫の ワン ツー

す ご い ね ー

堀野 葵 殿

あなたは 2021がま

ごおり海と風レース

において頭書の優秀

な成績をおさめられ

ましたので ここに

これを賞します。



49. 若鍋 雄大 8 KMC

50. 石井 瑛大 7 高松

51. 登田 未央 7 広島

52. 平野 和也 8 兵庫

53. 嶋倉 孝英 6 真野浜

54. 北岡 浬 7 葉山

55. 三浦 太輝 5 夢の島

56. 古谷 昊土 8 江東区

57. 長谷川 稔八 8 兵庫

58. 中川 出帆 6 葉山

59. 神田 清琉 9 夢の島

60. 須田 博也 7 琵琶湖

61. 佐藤 直輝 7 葉山

62. 小林 和奏 7 江東区

63. 白石 征也 6 横浜市民

64. 飯島 來海 5 江の島

65. 飯田 泰雅 5 葉山

66. 芹沢 碧月 5 江の島

67. 白鳥 友治 7 KMC

68. 池田 晟 5 江の島

69. 三木 基生 8 広島

70. 内野 紗良 7 江東区

71. 綿抜 悠汰 8 YMFS

72. 稲葉 奏介 5   葉山

73. 西村 航洋 6 横浜市民

74. 北岡 哩 5 葉山

75. 赤塚 智 7 江東区

76. 白鳥 美和 9 KMC

77. 三浦 海珠 7 葉山

78. 谷本 七海 7 YMFS

ゴ ー ル ド ク ラ ス 成 績

Awards Ceremony

ちびっこ 諸君！ 未来は 君たちのものだよ

東京オリンピック 2020 が

この日から始まる。この 海と風 は

ローカル レースで オリンピックとは

真逆の性格を持つ。しかし夢を追

うイベントである事では変わらない。

Gold 優勝の夢を掴んだのは ホスト

クラブの 本田 剛、参加者の中では

誰よりも永くがまごおりの海を経験

してきたOP乗りだ。準優勝は 岩波

将吾、小学生ながら 天性の 才能を

見せた。 ３位は 重松 陽、中３で

大柄な体格にも関わらず この微風

シリーズ の R-２では１位を取った。

プロテスト委員長 斎藤 英明 レース委員長 永井 久規 実行委員長 岡田 喜伸

なんでもないローカルレースで三河の海に 114枚のOPセール花が咲いたのは

岩波 将吾

本田
剛

重松 陽

とても嬉しい事です。コロナ苦の２年間。まだ続きそうですが 来年こそは明るい世の中で海と風ができ

ますように。

剛よ

あっぱれ

よくぞクラブ

の面目を

果たしたね


