
Ｑ１．牌姿（１）～（15）の北家のアガリ点を答えよ。
氏名

（１） qqwweertyuiaa ロン o 7700

（２） rrssshh wWw mmM ロン r 3900

（３） tyughjkkcv Bnm ロン x 2000

（４） sdfghjklll %55 ツモ s 1300/2600

（５） wweerrcvbn 9kk9 ロン n 3200

（６） eeerrrttsdfgg ロン t 3900

（７） uuuioaa555 Zzz ツモ u 400/700

（８） qqooaallzz112 ロン 2 6400

（９） sdbnm55 &66 77' ロン a 7700

（１０） qweaassddfghj ツモ f 700/1300

（１１） qqwweerasdzxc ロン r 5200

（１２） qweghjkl55777 ロン j 1600

（１３） wertyaa555 666& ロン u 3200

（１４） tttyyuuussvbn ツモ y 2000/4000

（１５） qqqwwweeeaall ツモ a 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） qqwertyuio %55 ツモ u 2000オール

（１７） asdfghklzzzvv ツモ j 2600オール

（１８） sssgggcc,, tTt ロン , 7700

（１９） eeeghjzznm 9669 ロン , 3400

（２０） wweettuuggkkx ロン x 4800

（２１） weuioasdllm,. ロン q 11600

（２２） rtyfghkkkxxvn ツモ b 3900オール

（２３） wwweeeggghjcc ロン k 9600

（２４） asdfghhj77 lllL ロン g 3900

（２５） werkkkxxcv 66& ツモ x 700オール

（２６） qqqhhlllcc Ooo ロン c 4800

（２７） sssdddgggjjkk ロン j 36000

（２８） zznnnmm,,. 5%5 ツモ . 2000オール

（２９） yuihjkvvvbnm, ロン , 2000

（３０） qqwwertyuiooo ロン q 48000

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021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） qwrtu

（２） asdfg

（３） zxcv

（４） we

（５） asdf

（６） cvm

（７） ert

（８） asfg

（９） cvn

（１０） qryu

（１１） adf

（１２） zcv

（１３） qery

（１４） sgk

（１５） xb,7

（１６） wtd

（１７） as

（１８） cnm.

（１９） ey

（２０） afj

（２１） zxcvbnm,

（２２） qrti

（２３） sdhj

（２４） xcvb

（２５） qwert

（２６） hj

（２７） zxv

（２８） qryuo

（２９） asfgk

（３０） zvb

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021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。

wertyyy111222
sssdfff333444
xxccvvv555666
wrtyuuu111777
sdddfff222333
xxxvvbn444555
wwwryyy666777
ssddddf111222
xxxcvvb333444
werttty555666
assssdf111777
xxxxccv222333
werrttt444555
ssgghhjjkk666
cvbnm,,,11177
wweeerrrddfgh
adfghjklll222
cvbnm,,,,.333
weerrrttghjjj
sdfghhjklll44
xxxcvbnmmm555
werrrtttyu666

wertyuuiii444
ssddddfghj555
xxcccvvbnn666

aaadfghkkk777
ccvvbnm,,,111
qqqweerttt222
ssdddfffgj333
zzxccvbnm,...



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） e

（２） v

（３） w

（４） f

（５） ,

（６） e

（７） b

（８） em

（９） k

（１０） d

（１１） m

（１２） o

（１３） b,

（１４） s

（１５） i

（１６） h

（１７） xb

Q２．牌姿（１８）（１９）（２０）について、テンパイする牌を全て答えよ。

（１８） rtjm,.

（１９） qrucbnm,

（２０） dfghjkzxcvbn

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2021春   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。

etyydfgxxcvbm.
wrsdfhjkxxvvnn
wrtyudfxcvbnnn
wertyiosssfxcv
qqqweessshj,..
eersfffghxcvbb
rtyydfghvbbn,,
eetssghjcccnmm
yuuiigghjknn,,
ertyuussdhkcvb
werudfgjxxnnnm
rtyuioojkcvbn,

eertyyyjj,,..
wertyvbbnm,,.
ffgghhhxxccvb

wwuisdfcbbnm,,
eerttyaasxxxvv
wryuiiossdfghj
yufffghhjbbnmm
wwwrdfjjjkxcvb


