
Ｑ１．牌姿（１）～（15）の北家のアガリ点を答えよ。
氏名

（１） asddffgghjkxx ロン l 3900

（２） nnnmm,,.77 Zzz ロン . 2000

（３） wwwyihjkxxnm, ツモ u 2000/3900

（４） wersdfggghhhk ツモ k 700/1300

（５） oooasdxxm, 9669 ロン . 2300

（６） ww77 Ddd vVv ggG ロン w 2000

（７） qqqweddd66777 ロン q 7700

（８） wweeerrrddbnm ロン t 3900

（９） eerrttssddkkx ツモ x 1600/3200

（１０） wweerrttyyuui ロン i 24000

（１１） qwehhxcvbn 9559 ツモ z 1000/2000

（１２） tyuio77 qQq 6&6 ロン u 5200

（１３） qwweertyuio77 ツモ u 2000/3900

（１４） qwe6677 Sdf 5%5 ロン 7 7700

（１５） qqqwwweeeaall ツモ l 8000/16000

Ｑ２．牌姿（16）～（30）の東家のアガリ点を答えよ。
（全て東場。ドラはなし。メンゼン手はヤミテンとする）

（１６） ertyssshhhcvb ツモ e 1300オール

（１７） yyuuiidfgh 9,,9 ロン d 4800

（１８） wertyyuuiixcv ロン t 5800

（１９） aaasdfghjl 66& ツモ k 3900オール

（２０） wwwrrrdfffgbb ロン f 9600

（２１） qweuiasdll Zxc ロン o 5800

（２２） uugg Jjj xXx Mmm ツモ u 4000オール

（２３） wweertt555 iiI ロン r 7700

（２４） aassddxc,, 9779 ロン z 6800

（２５） weooosdf77 Xcv ロン r 1500

（２６） qwuiooo lLl ..> ロン e 2900

（２７） eeertyiddd Nm, ツモ i 700オール

（２８） wwtyudddffggg ロン f 3900

（２９） wwwtthkm,. %555 ロン j 2400

（３０） 1114455577 6&6 ロン 7 48000

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2020春   点数計算　10分

（全て東場。ドラはなし。メンゼン手はヤミテンとする）



氏名

（１） rti

（２） df

（３） cn,.

（４） qwert

（５） hjkl

（６） xcb

（７） qer

（８） adfhj

（９） xvb

（１０） tyui

（１１） asfg

（１２） vbn

（１３） qru

（１４） asfg

（１５） zxcv

（１６） wti

（１７） sg

（１８） cvm

（１９） qeyo

（２０） afl

（２１） cn

（２２） qwe

（２３） asdf

（２４） n,.

（２５） eryo

（２６） afghj

（２７） xcb,

（２８） qwrti

（２９） asdh

（３０） zxcbn

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2020春   多面待ち 10分

Ｑ１．牌姿（１）～（3０）がそれぞれ何マチか答えよ。

マンズは一、二…、ピンズは①、②…、ソーズは１、２…、と記入すること。

eeettyudfgcvb
dghjkkkxxccvv
vbnmmm,111222
wwwerrrsssxxx
hhhjjjk333444
xxcvvvv555666
weertttsdfxcv
sssdfghmm,,..
ccccvvb111222
tttyyuuddffgg
sddddfg333444
vvbbbnn555666
qwertyyuui777
aassddffgg111
xxccvbnmmm222
errttyyufghxx
ddffghjklll33
xxcvvbbbnn444
qqrtyuiooo555
sssdddffll666
vvbbbnnm11122
qqweeerttt333

qqwweerrtttyu
aassdddfgh111
zzxxxcccvb222

aassdddggg444
zzzxcvbnmm,..
wwwerrtyui555
aaasdfgggh666
zzzxxcvbnm777



氏名

Ｑ１．　牌姿（１）～（１７）について、テンパイチャンスを最も多くする打牌を答えよ。

　　　　解答が２つ以上ある場合はその全てを答えよ。

（１） x

（２） m

（３） f

（４） r

（５） ,

（６） gk

（７） n

（８） v

（９） t

（１０） un

（１１） k

（１２） vm

（１３） j

（１４） k

（１５） v

（１６） s

（１７） x

Q２．牌姿（１８）（１９）（２０）について、テンパイする牌を全て答えよ。

（１８） wertyuzcvn

（１９） afxvbnm.

（２０） qwertbnm

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2020春   テンパイチャンス　10分

eruuuaaassdzzx
wwwyusdfgghnnm
werriidffgxcvb
rttsdfgxcvm777
wesdfghhhcvbn,
wrrtydddghjkvb
yyiisddffbnnnm
yyyusfghjkvnnn
eettuudfvbn666
tuuddfghxxxnnm
wtyugjjkcvbbnm
rtasdfgcccvbnm
eetyusdgghjjjk

sdcvvbnmm,777
weerrdddfghbm

rtyuiijjkbm777
qqquiasvbbb555
ertyuuusddgxcv
wweeryyffxcvbb

wrttyyxcvvbbb


