
１）試験開始の前に、問題の枚数と解答用紙を確認してください。

問題は、表紙を含めて３枚。解答用紙は、１枚です。

２）解答はすべて解答用紙に記入してください。

３）解答にあたっては、指示のあるものについては指示に従い、

楷書で、はっきりと記入してください。

判読が困難なものに関しては、正解としません。

４）問題に関する質問は、原則として受け付けません。

注意事項

日本プロ麻雀協会
第18期後期プロテスト

麻雀問題①

問　題

（試験時間　30分）

（令和元年7月14日実施）



※解答には以下の牌譜記号を用いること

萬子：一・二・三…九　　筒子：①・②・③…⑨　　索子：１・２・３…９ 

字牌：東→Ｔ、南→Ｎ、發→Ｒ、その他はそのままの漢字

複数牌を回答する際は、萬子、筒子、索子、字牌の順に並べ、同一種内では昇順に記載せよ。

字牌はTN西北白R中の順に記載せよ。

問題1　以下に示した手牌の待ちを全て答えよ。

(1) zzzxcvbn33344
(2) vbnwwwrtyufgh
(3) xcvwersdfghhh
(4) nm,tttyuuusdf
(5) xxcvvbbbnn,,,
(6) errrrttttyyyy
(7) aaadddfghjkkk
(8) xcvvvvbnnnnm,
問題2　以下の手牌の和了点を申告通りに算用数字で答えよ。 

 ※ドラ、積み棒は無く、リーチはしていない。

(1) cvqqwerasd /\\/ 東場 東家 ロン b
(2) zxcioasdlll44 東場 南家 ロン u
(3) fhhhkkk sSs ddD 東場 西家 ロン f
(4) ccvb Nvb Fgh Try 東場 北家 ロン n
(5) asdqwe3 Zxc \|\\ 東場 東家 ツモ 3
(6) xxcb,,, /ii/ kkkK 東場 南家 ツモ v
(7) bbnmm,,tyughj 東場 西家 ツモ n
(8) aasf /../ /oo/ 5%55 東場 北家 ツモ d
(9) yu33 /../ /ll/ &666 南場 東家 ロン t
(10) vb44 nNnn kkkK /66/ 南場 南家 ロン c
(11) zx.. Asd /ll/ /^^/ 南場 西家 ロン c
(12) bnmrtyklll /^^/ 南場 北家 ロン k
(13) zzm. Asd /oo/ /\\/ 南場 東家 ツモ ,
(14) m,.weaaajkl-- 南場 南家 ツモ q
(15) 33344---^^^\\ 南場 西家 ツモ \
(16) -^^^ ...> \\\| 6&66 南場 北家 ツモ -



問題3　以下の手牌で、テンパイする牌は何種何牌あるかを答えなさい。 

(1) zzzxcjklleerr
(2) bnnmfgghertyy
(3) vbbnmrrrrtyfh
(4) zzxxvvbbmmm..

問題4 以下の手牌で、テンパイチャンスを最も多くする打牌を答えなさい。

(種類ではなく枚数)  複数ある時は全て答えること。

(1) xxcvvbsdfgyuio
(2) zzzcbnmtyuifhh
(3) xcvvvyiisdddfh



採点欄

麻雀問題①　解答用紙
解答はすべてこの解答用紙に記入すること。 点

受験番号

氏　　名

問題1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 小計

問題2

(1) (9)

(2) (10)

(3) (11)

(4) (12)

(5) オール (13) オール

(6) / (14) /

(7) / (15) /

(8) / (16) /

小計

問題3 問題4

(1) 種 牌 (1)

(2) 種 牌 (2)

(3) 種 牌 (3)

(4) 種 牌 小計



採点欄

麻雀問題①　解答用紙
解答はすべてこの解答用紙に記入すること。 点

受験番号

氏　　名

問題1

(1) 一、四、七、N

(2) ③、④、⑦

(3) 1、2、4、5、7

(4) ④、⑤、⑥、⑦、⑧

(5) 三、四、七

(6) ②、③、⑦

(7) 2、3、4、5、6、7、8、9

(8) 一、二、三、五、七、八、九 小計

問題2

(1) (9)

(2) (10)

(3) (11)

(4) (12)

(5) オール (13) オール

(6) ２０００ / ４０００ (14) １３００ / ２６００

(7) ２０００ / ４０００ (15) ２４０００ / ４８０００

(8) １８００ / ３６００ (16) ６０００ / １２０００

小計

問題3 問題4

(1) 種 牌 (1)

(2) 種 牌 (2)

(3) 種 牌 (3)

(4) 種 牌 小計

３４００

３２００

３２０００

２０００

１０６００

４５００

５８００

２６００

３２００ ２９００

１７６

１１

９

２８

３４

２９

１１２

四

4

2

24点

(各3点)

(各3点)

48点

(各4点)

28点




