
Ｑ１．牌姿（１）～（15）の北家のアガリ点を答えよ。
氏名

（１） wweerrfhxxxbb ツモ g 1000/2000

（２） qweasdhhzxxcc ロン z 7700

（３） ertasdll66777 ロン 6 3200

（４） fffhhzzxcc 9,,9 ロン x 2000

（５） iiissgg Lll 77' ロン s 5200

（６） tyuiiasdfg555 ツモ d 700/1300

（７） asdffghjkl Jkl ロン f 12000

（８） rtyssddffghjk ロン k 2600

（９） asdfhjklcc 9zz9 ロン g 4500

（１０） qqeekkk Rrr bbB ロン e 2000

（１１） rtyfhkkxcvvbn ツモ g 2000/3900

（１２） qweasdfnnn 6&6 ツモ a 400/700

（１３） zzzxxxccc,,.. ロン . 16000

（１４） tttyyysssdfkk ロン g 6400

（１５） qqwwertyuiooo ツモ q 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） eerrttyyuussd ツモ d 3200オール

（１７） wwkkccc Mmm hhH ロン k 5800

（１８） tttiiasddd666 ロン d 9600

（１９） yuihklllzz Nm, ツモ j 700オール

（２０） aaafghccnm 9559 ツモ , 2300オール

（２１） weryihjkccnm, ツモ u 3900オール

（２２） eeerrtttcvbnn ロン r 3900

（２３） yyaa nNn llL Hhh ツモ y 4000オール

（２４） rruosss Zxc '777 ロン i 2400

（２５） wertyyysdfxcv ロン t 7700

（２６） ooddffgghh777 ツモ h 2600オール

（２７） ertdfghhjjkkk ロン j 2000

（２８） rrttyyy 55% 9kk9 ロン r 9600

（２９） wertttyyyuhjk ツモ u 1300オール

（３０） 2223344 1!1 Zxc ロン 4 48000

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021秋   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） qwer

（２） dfh

（３） cvm

（４） yuio

（５） fhjl

（６） cn,.

（７） qru

（８） sdghk

（９） zxvb

（１０） tyi

（１１） afj

（１２） nm.

（１３） eyo

（１４） sgk3

（１５） nm,.

（１６） ey

（１７） afjl

（１８） zcvm

（１９） yuio

（２０） ghl

（２１） cvnm

（２２） qru

（２３） dhvm

（２４） cvb,

（２５） qr7

（２６） sgk

（２７） zvm,

（２８） qwe

（２９） dfhjk

（３０） xcvb,

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021秋   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。

wweerrr111222
sssdffg333444
xxxvbnm555666
yyyuuui111777
ghjjkkk222333
vbnmmm,444555
werrtyu666777
dfghjjj111222
xxccccv333444
ttyuuuu555666
aassddffgh777
xxxcvbnmm,111
qwertyyuio222
sssdfghj33444
cccvbnmm,,555
errrtttyggghj
sdfghjkkkl666
xxxxcvvbnm777
tttuuuiioo111
aaasdfhhjk222
xxxcvvbbnm333
weerrrttyu444

qqwwertyuiooo
fghhhjjjkk333
cvvvbnm,,,444

dffgghhhvvvbn
ccvvvbbbnm666
wwweeerruio77
ssddffghjk111
zxcvbnm...222



氏名

Ｑ１．　牌姿（１）～（20）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） h

（２） v

（３） m

（４） w

（５） e

（６） f

（７） ,

（８） c

（９） s

（１０） cn

（１１） u

（１２） j

（１３） n

（１４） n.

（１５） r

（１６） w

（１７） jk

（１８） m

（１９） i,

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021秋   テンパイチャンス　10分

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。

eerttfffghhjbm
rrrtufghjlvvbn
wersfxxcvbmm..
weefghjkkcb777
eetyuuighzzbnm
ertydffgcvbb,,
eyuidfghjkbmm,
erttddffgcbbmm
ertyuuusddgxcv
rtghjklxxxcvbn
yuudggghjbbnm,
qwuiioooggh,,,

tyuidghjjxx777
iiijjkk,,,..77

wrtysdfhjjkvvn
uioasdjlcvnm,.
eeruodfghjj666
wrryuughjvbnm,
qquiojjkkzcm,.


