
Ｑ１．牌姿（１）～（15）の北家のアガリ点を答えよ。
氏名

（１） qqwersdfjklxv ロン c 2600

（２） eeesslll77 Ttt ロン 7 5200

（３） weertdfgvv555 ツモ r 700/1300

（４） qwertyuuiioaa ロン o 7700

（５） ertaajklnm 9779 ロン , 2300

（６） eeessskkvvbnn ツモ b 1300/2600

（７） werassddffxcv ロン a 5200

（８） eeerrrttsdfhh ロン t 3900

（９） wwkkkm. '777 Dsf ツモ , 400/800

（１０） qqooaall11223 ロン 3 6400

（１１） qweoooasdzzm. ツモ , 2000/4000

（１２） uuusdfjjjzzmm ロン m 2600

（１３） ssddffgghhjjk ロン k 24000

（１４） qweooasdjk Zxc ロン l 3900

（１５） q Kkkk Nnnn 9rr9 9dd9 ロン q 32000

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） wersdfllzxcbn ツモ v 700オール

（１７） rrssddffxxvv, ロン , 4800

（１８） yusdf77 %55 &66 ロン i 11600

（１９） qweryuio..777 ロン t 9600

（２０） werooosfxcv,, ツモ d 2600オール

（２１） eeeiiss Yyy Ccc ロン s 5800

（２２） qeiiidddll 9xx9 ツモ w 3200オール

（２３） wertyyysdfxcv ロン w 2000

（２４） uiojkllxxx '77 ツモ l 700オール

（２５） yyyuisssgggkk ロン o 4800

（２６） wweeraaghj 9669 ロン r 6800

（２７） qqqrryy Lll 9cc9 ツモ y 4000オール

（２８） rtyxxccvvbnm, ツモ b 2600オール

（２９） qweuioaazxcm, ロン . 11600

（３０） qqqwwweeeiioo ツモ i 16000オール

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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） yuio

（２） hjl

（３） zvnm

（４） wrtu

（５） sdg

（６） xcvbn

（７） wetyi

（８） dfhj

（９） bnm

（１０） qrt

（１１） sd

（１２） cvbn

（１３） wty

（１４） afj

（１５） xcbn

（１６） qru

（１７） af,

（１８） zvm,

（１９） qwer

（２０） sdfghjk

（２１） cn.

（２２） qru7

（２３） adf

（２４） zvn.

（２５） erui

（２６） jk

（２７） vm.

（２８） ertyu

（２９） jk

（３０） zxv

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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。

yyyuuii111222
ggghjjk333444
xcvbbbn555666
erttyyy111777
sddffff222333
cccvbbb444555
ertyuuu666777
fgggghj111222
vvvn,,,333444
wertuuu555666
sfghjjj111777
cccvvvb222333
ertttyy555666
sddffgghxcvnn
xxccvvbbnn777
qwerrtyuio111
sssdddffcvb,,
xcvbnmm...222
wweertyuuudfg
sssdfghjjj333
zzzxcvvbnm,44
qqqwerty55577

eeerttyuuu222
ddfffggghk444
zzxccvbnnnm,.

sddfghjkkk666
xxxcccvvm,...
wwwrtyuooo777
dffgghjjkk111
zxcvbbnnm,,,.



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） w

（３） j

（４） f

（５） dc

（６） c

（７） q

（８） m

（９） h

（１０） ,

（１１） m

（１２） wy

（１３） f

（１４） x

（１５） ,

（１６） io

（１７） r

（１８） ,

（１９） h

（２０） m

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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。

yuiffhhkkxcnm,
wwrtyyughjxxnm
erttsshjjkcvbn
wersssfzxvbnm,
eeddgjklccv777
ertdfghjjxxcn,
qqwertysdxcvbm
rrttyuaanmmm,.
weryuassdfhnm,
yyuuddfffbbnm,
qwasdghnnnm777
wryfghxvbnmm,.

yyuuihhkkbbnm,
yyyufffhxvbnm,
ertuuxcbbnmmm,

eertydffvbnnn,
wertyusdfjxccb
wertyfghccvnnm
iosdfhjxxxcvbn
eersddfxvbnnm,


