
Ｑ１．牌姿（１）～（15）の北家のアガリ点を答えよ。

氏名

（１） qweetyuasdzxc ロン e 2600

（２） rrrdfffvvvbnm ロン s 1300

（３） qqquiojkl,... ツモ , 400/700

（４） qqoollzz11557 ロン 7 6400

（５） ghjjklzc55666 ロン x 1600

（６） eerttyydfgcvb ツモ r 2000/4000

（７） asdffghjkl777 ロン a 8000

（８） rtttyaaacc555 ロン t 7700

（９） ertdfgxccvb.. ツモ v 1300/2600

（１０） uioolll... '77 ロン o 3200

（１１） qeasdzxc44 &666 ツモ w 1600/3200

（１２） eeeyyysssffgh ロン d 1300

（１３） zzzxbbb444 %55 ロン x 16000

（１４） rrttyysdvbn 9559 ツモ a 2000/3900

（１５） xxxvvvnn66 <,, ロン 6 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） qwertghjll555 ツモ e 1300オール

（１７） adfghjklzzz11 ロン s 4800

（１８） asdjklzxc3666 ロン 3 7700

（１９） ttyyuuaassd22 ツモ d 3900オール

（２０） ooozzzxcvbnm1 ツモ 1 800オール

（２１） yuihjklnm,... ツモ l 2600オール

（２２） qqqooaaazz >.. ロン z 48000

（２３） qqqfhhh111 <,,, ツモ g 1600オール

（２４） asdxcv5577 9449 ロン 5 3400

（２５） sfffjjjxcv555 ロン s 9600

（２６） tttgggjjcvbbb ツモ j 4000オール

（２７） eeerrttyuivbn ロン e 5800

（２８） rrttyyy 55% 9kk9 ロン r 9600

（２９） qqwerttyuiooo ツモ q 16000オール

（３０） zxc..55577766 ロン . 24000

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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） qery

（２） hj

（３） vm.

（４） wis

（５） zx

（６） adf

（７） xcn

（８） qru5

（９） dhjl

（１０） xbm

（１１） wetyio

（１２） dfhjk

（１３） vm

（１４） rtui

（１５） asfg

（１６） xcvbn

（１７） wtg

（１８） sdgh

（１９） xcvb,

（２０） qro

（２１） xbn.

（２２） qrusg

（２３） sdhl

（２４） cvm,

（２５） qru

（２６） dhl

（２７） ,.

（２８） qrui

（２９） jk

（３０） zxcvm

qwweerrtyuooo
ddfffggghklll
zzzxxccvbnm,.

aaadfghjkl666
xxxvbnm...555
qwerrttyyyuui
ddffgghhjklll
zzxxccvbnmmm.

aaasdffgghjkl
xxxccvvbnm777
qqqwwwweeeeoo
cvbbbnnnm,333
qqqwertysssdf

asdzxcvvvbnmm
tyyuuiioooxcv
aassddffgglll
xxxcvvbnnn666
eeerrrttsdfgg

qqqwertyuuu55
dfghjkkkkl777
cvbbbmm...666
qqqwertyuikkk
fghhhjjjkk555

sdfbnm,,,.555
erttttyussdfg
zcvbnm,...666
sddfgggxcvbnm
yyyssszzzccvb

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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。

werrtttdfgnm,
uiogggjjklm,.



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） u

（２） s

（３） f

（４） w

（５） ,

（６） m

（７） e

（８） i

（９） s

（１０） x

（１１） j

（１２） ub

（１３） e

（１４） j

（１５） z

（１６） e

（１７） a

（１８） s

（１９） t

（２０） ti

qqqetuooosfhhh
qwerrtsdfgxcvb
tyuiadffggklll

eerttyzxxxcvnn
yyyuijjkxxxcvv
wwssdffgzxx333
qqeettfghcvbnm
adfggjkll22244

wwwtuuuifgghkk
wwwrtaasxxcvbn
qqeeerrtjjjzxx
yisdhhhj555666
ertuuifghjjcbb

qweryiaaasfcvb
weedfghjklxvbn
tttyuusdddfn,,
yiihhbmmm,.555
qqeuioasdxcm,,

  麻将連合ツアーライセンス取得審査2022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。

weryuuisdfghxc
yusdghjjkbbnm,


