
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20期後期プロテスト

麻雀問題②

問　題

（試験時間　30分）

（令和3年6月20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 次の文は、当協会の受験資格についてである。(1)、(2)の空欄を漢字で埋めよ。

【受験資格】

当協会の(  1  )と(  2  )を遂行し、麻雀界の発展に貢献する意欲のある方。

問題2 以下は当協会競技規定の抜粋である。(1)~(5)には算用数字を、(a)~(f)には適切な語句を入れよ。

第3条

 アガリには一翻以上の役を必要とする。これを常時(   a   )という。

第5条

　開門後の壁牌末尾より数えて14枚を残し、これを(   b   )という。

第36条

 イ．自己の捨て牌にアガリ形を構成できる牌があるテンパイを(   c   )という。

第37-38条

 半荘開始時の各自の持ち点を(   1   )点とし、これを(   d   )という。

 得点は(   2   )点を原点とし、それを超える点数をプラス、不足する点数をマイナスとする。

 100点を(   3   )ポイントに換算して、成績表に記入する。プラスには＋、マイナスには△の符号を付ける。

第42条

明刻

暗刻

明槓

暗槓

問題3 競技規定第58条に記載の役満12役を全て漢字で書け。

問題4 次の(1)~(8)に該当する者の名前をフルネームで書け。タイトルの場合は現タイトルホルダーを書くこと。

*漢字表記の場合は漢字で記載すること。

(1) 日本プロ麻雀協会 代表理事

(2) 雀王

(3) 雀竜位

(4) 女流雀王

(5) 新人王

(6) オータムチャンピオンシップ

(7) プロクイーン (日本プロ麻雀連盟主催)

(8) 皓王戦 (天鳳主催)

16 符

32 符

(  5  ) 符

4　符

8　符

16 符

32 符

(  f  )牌・

客風牌
翻　牌

0　符

2　符

4　符

(  4  ) 符

4　符

8　符
刻子

槓子

(  e  )牌

8　符

16 符

対子



問題5 以下の文章は下記のアガリ点数が1300になる事を説明した文章である。(1)~(5)に適する語句を埋めよ。

zxccvhh666^^^ 西家 ロン x
上記の役は、翻牌で1翻。(   1   )を入れて3翻。

符は、副底が20符、(   2   )加符が10符、

翻牌の暗刻が8符、客風牌の暗刻が8符、(   3   )が2符で合計48符。一の位を切り上げて50符。

子の支払い分は50×23=400。(   4   )の法則により親の支払い分は800。

放銃者の(   5   )なので合計1600点となる。

問題6　以下は公式戦マナーについてである。下線部について説明が正しければ〇を、誤っていたら訂正せよ。

(1)　対局会場内では、対局開始時刻より私語禁止。

(2)　嶺上牌を降ろす前に、ドラ表示牌をめくる。

(3)　井桁を組むときは、最初に東家が牌山を前に出すことが望ましい。

(4)　点箱は常に閉じた状態で対局する。

(5)　対局終了後は供託を除き、速やかに点棒を点箱にしまう。

問題7 以下はタイトル戦決勝の最終半荘の南4局0本場での点数状況である。

カッコ内は前回までのトータルポイントを表す。リーチ棒が出ないものとして各問に答えよ。

東家 A 点

南家 B 点

西家 C 点

北家 D 点

(1) DがAからのロンアガリで優勝するための最低アガリ点数を答えよ。

(2) DがBからのロンアガリで優勝するための最低アガリ点数を答えよ。

(3) DがCからのロンアガリで優勝するための最低アガリ点数を答えよ。

(4) Dのツモアガリで優勝するための最低アガリ点数を答えよ。

44500

18300

29200

8000

(▲49.2)

(+10.7)

(▲17.0)

(+55.5)



採点欄

20期後期　麻雀問題②　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) 小計 /4

問題2

(a) (b) (c) (1)

(d) (2) (3) (e)

(f) (4) (5) 小計 /22

問題3

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11) (12)

小計 /12

問題4

代表 雀王 雀竜

女流 新人 オータム

クイーン 皓王 小計 /16

問題5

(1) (2) (3)

(4) (5) 小計 /15

問題6

(1) (2) (3)

(4) (5) 小計 /15

問題7

(1) (2) (3)

(4)

小計 /16

/



採点欄

20期後期　麻雀問題②　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 漢字必須 各2点

(1) (2) 小計 4 /4

問題2

(a) (b) (c) (1)

(d) (2) (3) (e) 各2点

(f) (4) (5) 小計 22 /22

問題3 漢字必須

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11) (12) 各2点

小計 12 /12

問題4 漢字必須

代表 雀王 雀竜

女流 新人 オータム
各2点

クイーン 皓王 小計 16 /16

問題5

(1) (2) (3) 各2点

(4) (5) 小計 15 /15

問題6

(1) (2) (3) 各2点

(4) (5) 小計 15 /15

問題7

(1) (2) (3)

(4) 各4点

小計 16 /16

25000

目的 義務

一翻縛り 王牌 振聴

配給原点 30000 0.1 中張牌

老頭牌 ０ 2

大四喜 清老頭 四槓子 九蓮宝燈

天和 地和
十三幺九

（国士無双）
四暗刻

大三元 緑一色 字一色 小四喜

2000 / 4000

〇 降ろした後 〇

開けた状態 〇

6400 5200 12000

幺二 一家包

五十嵐 毅 矢島 亨 富永 修

りんのなお 浅井 堂岐

場ゾロ 門前清栄和 嵌張

佐月 麻理子 りんのなお 千貫 陽祐




