
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21期前期プロテスト

麻雀問題②

問　題

（試験時間　30分）
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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】

当協会の目的と(  1  )を遂行し、麻雀界の(  2  )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)~(2)には算用数字を、(I)には適切な記入方法を、(a)~(d)には適切な語句を入れよ。

第2条

 イ．麻雀牌は一式(   1   )枚を用いる。

第5条

　開門後の壁牌末尾より数えて(   2   )枚を残し、これを王牌という。

第38条

 得点は30,000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0.1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。

 （※0点ちょうどの場合は(   I   )と記載する）

第49条

 イ．(   a   )とは、発声のみでチーの行為を行わない場合をいう。

第50条

 イ．(   b   )とは、順子とならないのに順子として副露した場合をいう。

第51条

 イ．ポン、またはチーの時、副露した対子、または搭子と合わせて面子を構成可能な牌を打することを(   c   )と言う。

 ロ．(   c   )は(   d   )とする。

問題3 競技規定第54条に記載の一翻役11種類を全て漢字で書け。

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) 日本プロ麻雀連盟 会長

(6) 最高位戦日本プロ麻雀協会 代表

(7) 麻将連合 代表

(8) RMU 代表



問題5 以下の文章は下記のアガリ点数が3900になる事を説明した文章である。(1)~(5)に適する語句を、(6)に数字を埋めよ。

zxcvooosss666 西家 ロン z
上記の役は、三暗刻で2翻。場ゾロを入れて4翻。

符は(  1  )が20符、門前清栄和加符が10符、

(  2  )の暗刻が8符、客風牌の暗刻が8符、(   3   )の暗刻が4符、(   4   )が2符で一の位を切り上げて60符。

子の支払い分は60×24=960。(   5   )の法則により親の支払い分は1920。

放銃者の一家包で(   6   )、切り上げて3900点となる。

問題6 席決めについて答えよ。右図は卓を上方から見た様子である。

(1),(5),(6)は該当する麻雀牌全てを答えよ。(2),(3)は人物名を答えよ。(4)は牌の並びの一例を回答せよ。

※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

はじめに、愛内が(    1   )を全て伏せた状態で洗牌したのち横一列に並べた。

続いて(    2    )がサイコロを振った。サイコロの目は4と4であった。

次に(    3    )がサイコロを振り、サイコロの目は1と6だった。

愛内が伏せられた牌を開示すると牌の並びは(    4    )だった。

各自が順に自分の牌を手元に持ってきて席決めとしたところ、水口と水瀬が入れ替わることになった。

つまり松嶋が手元に持ってきた牌は(    5    )で、水瀬が手元に持ってきた牌は(    6    )である。

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) 全員ノーテンで終局した場合の優勝者とその者のトータルスコアを答えよ。

(2) C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。

(3) C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。

(4) CがD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。

(5) C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。

46500

13300

28800

11400

(▲68.4)

(+46.9)

(▲4.0)

(+25.5)

松嶋

水瀬

愛内

水口



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

(1) (2) (I) (a)

(b) (c) (d) 小計 /14

問題3

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

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

(9) (10) (11) 小計 /22

問題4

代表 雀王 雀竜

女流 連盟 最高位

麻将連合 RMU 小計 /16

問題5

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) 小計 /12

問題6

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) 小計 /12

問題7

(1)
優勝者

(2) (3)

(4) (5)

小計 /20



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

(1) (2) (I) (a) 各2点

(b) (c) (d) 小計 14 /14

問題3 漢字必須、順不同

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

(5) (6) (7) (8) 各2点

(9) (10) (11) 小計 22 /22

問題4 漢字必須

代表 雀王 雀竜

女流 連盟 最高位
各2点

麻将連合 RMU 小計 16 /16

問題5

(1) (2) (3) 各2点

(4) (5) (6) 小計 12 /12

問題6 T,Nを漢字記載で正答を意味している場合は1点の部分点とする

(1) (2) (3) 各2点

(4) (5) (6) 小計 12 /12

問題7
※①から②に向かってT北西Nであれば良い 

(1)
優勝者

B (2) (3)

(4) (5) 各4点

(1)は完答で4点 小計 20 /20

錯チー (錯吃) 食い換え アガリ放棄

空チー (空吃)

義務 発展

136 14 ±０

役牌（翻牌）

平和 断幺九 一盃口 海底撈月

河底撈魚 搶槓 嶺上開花

門前清自摸和 立直 一発

16000 3000 / 6000

①②TN西北　(順不同) 松嶋 水口

①T北西N②,

N②西①北Tなど
N ①T (順不同)

12000 2000+20.2

単騎 幺二 3840

五十嵐 毅 渋川 難波 富永 修

忍田 幸夫 多井 隆晴

副底 老頭牌 中張牌

逢川 恵夢 森山 茂和 新津 潔




