
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
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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(  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。
(A), (B)には適切な語句を、(1)~(8)には適切な漢字を埋めよ。

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9条 ドラ((  1  )牌）
すべてのドラは1枚につき一翻とし、役とはならない。

第11条
座位の決定により決定した(  2  )の者が第1投目のサイコロを振る。
出た目の者が(  3  )となり、第2投目のサイコロを振る。
このサイコロの目に該当する者が(  4  )となる。

第12条
イ．競技は(  B  )を以って開始とする。

第16条
(  5  )にロンが無かった局は流局とする。これを(  6  )という。

第35条
イ．アガリの宣言があった場合は、対局者全員がアガリを確認するまでは、
　　(  7  )、捨て牌および(  8  )を崩してはならない。

問題3 競技規定第25条に記載の競技行為を対局者に告知する為の発声6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) 女流雀王
(4) 新人王
(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1600点になる事を説明した文章である。(1)~(6)に適する語句を埋めよ。

zxcvtyulll　%555西家 ロン v
上記の役は、役牌で1翻。(   1   )を入れて3翻。
符は(  2  )が20符、(  3  )の暗刻が8符、翻牌の明槓子が16符、(  4  )が2符で一の位を切り上げて50符。
子の支払い分は50×23=400。(   5   )の法則により親の支払い分は800。
放銃者の(   6   )で1600点となる。

問題6 以下はスコアシート記載の一例である。空欄の(1)~(5)に適切な符号と数値を埋めよ。

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) 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。
(3) 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。
(4) 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。
(5) 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。

46300
45800
3300
4600

(+10.5)
(△3.9)

(△109.0)
(+102.4)

氏名
得失点
順位点
ポイント

東家 南家 西家 北家
堀 慎吾 金 太賢 松嶋 桃 水瀬 千尋
( 1 )
( 2 )
( 3 )

+5.2
+10

+15.2

+ 1.0

供託

△10.4
△10

△20.4

+8.2
( 4 )
( 5 )



採点欄

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 各2点

(1) (2) 小計 /4

問題2

(A) (1) (2) (3)

(4) (B) (5) 各2点

(6) (7) (8) 小計 /20

問題3

(1) (2) (3) 各3点

(4) (5) (6) 小計 /18

問題4

代表 雀王 女流

新人 連盟 最高位 各2点

麻将連合 RMU 小計 /16

問題5

(1) (2) (3) 各2点

(4) (5) (6) 小計 /12

問題6

(1) (2) (3) 各3点

(4) (5) 小計 /15

問題7

(1)
優勝者

(2) (3)

(4) (5) 各3点

小計 /15



採点欄

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)~(8)は漢字必須

(A) (1) (2) (3)

(4) (B) (5) 各2点

(6) (7) (8) 小計 20 /20

問題3 漢字必須、順不同

(1) (2) (3) 各3点

(4) (5) (6) 小計 18 /18

問題4 漢字必須

代表 雀王 女流

新人 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 小数点有無などの間違いは部分点1点とする

(1) (2) (3) 各3点

(4) (5) 小計 15 /15

問題7

(1)
優勝者

A (2) (3)

(4) (5) 各3点
(1)は完答で4点 小計 15 /15

平局 手牌 壁牌

仮親

目的 義務

一翻縛り 懸賞 仮東

起家 起家の投サイ 河底牌

吃 碰 槓

立直 栄(和) 自摸(和)

12000 500 / 1000

△24.0 △30 △54.0

+50 +58.2

1000 12000+76.8

単騎 ⼳二 一家包

五十嵐 毅 渋川 難波 逢川 恵夢

忍田 幸夫 多井 隆晴

場ゾロ 副底 老頭牌

夏目 ひかり 森山 茂和 新津 潔


