
平成平成平成平成22222222 年度プロテスト筆記問題年度プロテスト筆記問題年度プロテスト筆記問題年度プロテスト筆記問題            

この筆記問題のルールは全て、日本プロ麻雀連盟Ａルールとする。この筆記問題のルールは全て、日本プロ麻雀連盟Ａルールとする。この筆記問題のルールは全て、日本プロ麻雀連盟Ａルールとする。この筆記問題のルールは全て、日本プロ麻雀連盟Ａルールとする。    

また解答はマンズは漢数字、ピンズは丸囲み数字、ソウズは算用数字、字牌は漢字を用いて記すこと。また解答はマンズは漢数字、ピンズは丸囲み数字、ソウズは算用数字、字牌は漢字を用いて記すこと。また解答はマンズは漢数字、ピンズは丸囲み数字、ソウズは算用数字、字牌は漢字を用いて記すこと。また解答はマンズは漢数字、ピンズは丸囲み数字、ソウズは算用数字、字牌は漢字を用いて記すこと。    

    

問１問１問１問１    次の牌姿の点数を答えなさい。解答は申告通りに記すこと。（２×次の牌姿の点数を答えなさい。解答は申告通りに記すこと。（２×次の牌姿の点数を答えなさい。解答は申告通りに記すこと。（２×次の牌姿の点数を答えなさい。解答は申告通りに記すこと。（２×12121212＝＝＝＝24242424点）点）点）点）    

例１：例１：例１：例１：2000200020002000点をロンアガりした場合、点をロンアガりした場合、点をロンアガりした場合、点をロンアガりした場合、2000     例２：子の例２：子の例２：子の例２：子の 2000200020002000点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、500,1000500,1000500,1000500,1000    

例３：親の例３：親の例３：親の例３：親の 3900390039003900点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、点をツモアガりした場合、1300130013001300オールオールオールオール    以上の様に解答すること。以上の様に解答すること。以上の様に解答すること。以上の様に解答すること。    

①東２局①東２局①東２局①東２局    東家東家東家東家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     ) ) ) )            ツモツモツモツモ
 

        

②東４局②東４局②東４局②東４局    西家西家西家西家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          ロンロンロンロン     

③南１局③南１局③南１局③南１局    北家北家北家北家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          暗カン暗カン暗カン暗カン     ロンロンロンロン             

④南１局④南１局④南１局④南１局    北家北家北家北家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          暗カン暗カン暗カン暗カン     ロンロンロンロン             

⑤南２局⑤南２局⑤南２局⑤南２局    東家東家東家東家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          ポンポンポンポン     ツモツモツモツモ             

⑥東１局⑥東１局⑥東１局⑥東１局    南家南家南家南家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          リーチツモリーチツモリーチツモリーチツモ             

⑦南１局⑦南１局⑦南１局⑦南１局    東家東家東家東家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          暗カン暗カン暗カン暗カン     リーチロンリーチロンリーチロンリーチロン             

⑧南１局⑧南１局⑧南１局⑧南１局    南家南家南家南家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          リーチロンリーチロンリーチロンリーチロン             

⑨南１局⑨南１局⑨南１局⑨南１局    南家南家南家南家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          明カン明カン明カン明カン     暗カン暗カン暗カン暗カン     暗カン暗カン暗カン暗カン     ツモツモツモツモ             

⑩南１局⑩南１局⑩南１局⑩南１局    北家北家北家北家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          明カン明カン明カン明カン     ポンポンポンポン     ツモツモツモツモ     ※※※※ を大明カンからのリンシャンツモを大明カンからのリンシャンツモを大明カンからのリンシャンツモを大明カンからのリンシャンツモ    

⑪南３局⑪南３局⑪南３局⑪南３局    南家南家南家南家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     )   )   )   )          ポンポンポンポン     ツモツモツモツモ             

⑫南４局⑫南４局⑫南４局⑫南４局    西家西家西家西家 ( ( ( (ドラドラドラドラ     ) ) ) )            ポンポンポンポン     ポンポンポンポン     ツモツモツモツモ             

    

問２問２問２問２    次の牌姿の待ちを答えなさい。（２×次の牌姿の待ちを答えなさい。（２×次の牌姿の待ちを答えなさい。（２×次の牌姿の待ちを答えなさい。（２×10101010＝＝＝＝20202020 点）点）点）点）    

①①①①                    ⑥⑥⑥⑥                

②②②②                    ⑦⑦⑦⑦                

③③③③                    ⑧⑧⑧⑧                

④④④④                    ⑨⑨⑨⑨                

⑤⑤⑤⑤                    ⑩⑩⑩⑩                

    



    

問３問３問３問３    次の用語を漢字のものはカタカナに、カタカナのものは漢字に直し記しなさい。（２×６＝次の用語を漢字のものはカタカナに、カタカナのものは漢字に直し記しなさい。（２×６＝次の用語を漢字のものはカタカナに、カタカナのものは漢字に直し記しなさい。（２×６＝次の用語を漢字のものはカタカナに、カタカナのものは漢字に直し記しなさい。（２×６＝12121212 点）点）点）点）    

①①①①    三家和三家和三家和三家和                                ④④④④    ホーラホーラホーラホーラ                                    

②②②②    塔子塔子塔子塔子                                        ⑤⑤⑤⑤    リンシャンカイホーリンシャンカイホーリンシャンカイホーリンシャンカイホー            

③③③③    副底副底副底副底                                        ⑥⑥⑥⑥    ションパイションパイションパイションパイ                            

    

問４問４問４問４    次のルールに関する記述で正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。（２×５＝次のルールに関する記述で正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。（２×５＝次のルールに関する記述で正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。（２×５＝次のルールに関する記述で正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。（２×５＝10101010 点）点）点）点）    

①①①①    「ポン」と発声したが、打牌前であったので千点供託で取り消した。「ポン」と発声したが、打牌前であったので千点供託で取り消した。「ポン」と発声したが、打牌前であったので千点供託で取り消した。「ポン」と発声したが、打牌前であったので千点供託で取り消した。            

②②②②    「ロン」と発声したが、誤ロンであった。しかし、手牌を倒す前であった為、アガリ放棄として続行した。「ロン」と発声したが、誤ロンであった。しかし、手牌を倒す前であった為、アガリ放棄として続行した。「ロン」と発声したが、誤ロンであった。しかし、手牌を倒す前であった為、アガリ放棄として続行した。「ロン」と発声したが、誤ロンであった。しかし、手牌を倒す前であった為、アガリ放棄として続行した。                

③③③③    「チー」と発声して牌を晒したが、間違った牌を晒してしまった。打牌後であった為、チョンボとなった。「チー」と発声して牌を晒したが、間違った牌を晒してしまった。打牌後であった為、チョンボとなった。「チー」と発声して牌を晒したが、間違った牌を晒してしまった。打牌後であった為、チョンボとなった。「チー」と発声して牌を晒したが、間違った牌を晒してしまった。打牌後であった為、チョンボとなった。                

④④④④    東家がダブルリーチをしたが、南家が九種九牌を宣言した為、流局となった。東家がダブルリーチをしたが、南家が九種九牌を宣言した為、流局となった。東家がダブルリーチをしたが、南家が九種九牌を宣言した為、流局となった。東家がダブルリーチをしたが、南家が九種九牌を宣言した為、流局となった。                

⑤⑤⑤⑤    南４局終了時に２人が同点トップだったので、起家に近いほうがトップとなった。南４局終了時に２人が同点トップだったので、起家に近いほうがトップとなった。南４局終了時に２人が同点トップだったので、起家に近いほうがトップとなった。南４局終了時に２人が同点トップだったので、起家に近いほうがトップとなった。                

    

問５問５問５問５    次の設問に答えなさい。（２×５＝次の設問に答えなさい。（２×５＝次の設問に答えなさい。（２×５＝次の設問に答えなさい。（２×５＝10101010 点）点）点）点）    

①①①①    途途途途中流局となるケースを５つ答えなさい。中流局となるケースを５つ答えなさい。中流局となるケースを５つ答えなさい。中流局となるケースを５つ答えなさい。    

②②②②    自らが捨てている場合以外のフリテンとなるケースを２つ答えなさい。自らが捨てている場合以外のフリテンとなるケースを２つ答えなさい。自らが捨てている場合以外のフリテンとなるケースを２つ答えなさい。自らが捨てている場合以外のフリテンとなるケースを２つ答えなさい。    

③③③③    ツモアガリをした際に、アガリ牌を手牌の中に入れてしまった。この場合、どのように点数の計算をしたら良いか答えなさい。ツモアガリをした際に、アガリ牌を手牌の中に入れてしまった。この場合、どのように点数の計算をしたら良いか答えなさい。ツモアガリをした際に、アガリ牌を手牌の中に入れてしまった。この場合、どのように点数の計算をしたら良いか答えなさい。ツモアガリをした際に、アガリ牌を手牌の中に入れてしまった。この場合、どのように点数の計算をしたら良いか答えなさい。    

④④④④    パオが適用される全てのケースを答えなさい。パオが適用される全てのケースを答えなさい。パオが適用される全てのケースを答えなさい。パオが適用される全てのケースを答えなさい。    

⑤⑤⑤⑤    順位点について次の表を完成させなさい。順位点について次の表を完成させなさい。順位点について次の表を完成させなさい。順位点について次の表を完成させなさい。    

    1111 位位位位    2222 位位位位    3333 位位位位    4444 位位位位    

1111 人浮き人浮き人浮き人浮き                    

２人浮き２人浮き２人浮き２人浮き                    

３人浮き３人浮き３人浮き３人浮き                    

    

問６問６問６問６    次の牌姿において、聴牌となる牌の種類と枚数を答えなさい。（２×５＝次の牌姿において、聴牌となる牌の種類と枚数を答えなさい。（２×５＝次の牌姿において、聴牌となる牌の種類と枚数を答えなさい。（２×５＝次の牌姿において、聴牌となる牌の種類と枚数を答えなさい。（２×５＝10101010 点）点）点）点）    

①①①①                    ④④④④                

②②②②                    ⑤⑤⑤⑤                

③③③③                

    

問７問７問７問７    次の条件の時、逆転するには何点以上のツモアガリが必要か答えなさい。（２×５＝次の条件の時、逆転するには何点以上のツモアガリが必要か答えなさい。（２×５＝次の条件の時、逆転するには何点以上のツモアガリが必要か答えなさい。（２×５＝次の条件の時、逆転するには何点以上のツモアガリが必要か答えなさい。（２×５＝10101010 点）点）点）点）    

①①①①    南４局南４局南４局南４局    北家北家北家北家    持ち点持ち点持ち点持ち点28000280002800028000    トップ南家トップ南家トップ南家トップ南家35900359003590035900                

②②②②    南４局南４局南４局南４局    南家南家南家南家    持ち点持ち点持ち点持ち点31500315003150031500    トップ東家トップ東家トップ東家トップ東家35300353003530035300                

③③③③    南４局２本場南４局２本場南４局２本場南４局２本場    供託供託供託供託1000100010001000 点点点点    東家東家東家東家    持ち点持ち点持ち点持ち点22600226002260022600    トップ南家トップ南家トップ南家トップ南家34700347003470034700        

④④④④    南４局１本場南４局１本場南４局１本場南４局１本場    供託供託供託供託2000200020002000 点点点点    西家西家西家西家    持ち持ち持ち持ち点点点点25800258002580025800    トップ北家トップ北家トップ北家トップ北家38000380003800038000        

⑤⑤⑤⑤    南４局３本場南４局３本場南４局３本場南４局３本場    東家東家東家東家    持ち点持ち点持ち点持ち点32500325003250032500    トップ北家トップ北家トップ北家トップ北家38400384003840038400                

    

問８問８問８問８    次の条件を満たす牌姿を答えなさい。（２×２＝４点）次の条件を満たす牌姿を答えなさい。（２×２＝４点）次の条件を満たす牌姿を答えなさい。（２×２＝４点）次の条件を満たす牌姿を答えなさい。（２×２＝４点）    

①①①①    親でも子でも親でも子でも親でも子でも親でも子でも2000200020002000 点聴牌の牌姿（南場）点聴牌の牌姿（南場）点聴牌の牌姿（南場）点聴牌の牌姿（南場）    

②②②②    １番高目ツモが役満で、１番安目ツモが１番高目ツモが役満で、１番安目ツモが１番高目ツモが役満で、１番安目ツモが１番高目ツモが役満で、１番安目ツモが300.500300.500300.500300.500 の牌姿の牌姿の牌姿の牌姿    

    

    

    



平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙

得点得点得点得点 /100/100/100/100

受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　氏名氏名氏名氏名

問１問１問１問１ ①①①①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オールオールオールオール

②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オールオールオールオール

⑥⑥⑥⑥ ⑦⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧⑧ ⑨⑨⑨⑨ ⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪ ⑫⑫⑫⑫

/24/24/24/24
問２問２問２問２ ①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥ ⑦⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧⑧ ⑨⑨⑨⑨ ⑩⑩⑩⑩

/20/20/20/20
問３問３問３問３ ①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

問４問４問４問４ ①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤

/10/10/10/10

⑤⑤⑤⑤ １位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位 ４位４位４位４位

１人浮き１人浮き１人浮き１人浮き

２人浮き２人浮き２人浮き２人浮き

３人浮き３人浮き３人浮き３人浮き /10/10/10/10
問６問６問６問６ ①①①①

　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌
②②②②
　 　 　種 　牌　 　 　種 　牌　 　 　種 　牌　 　 　種 　牌

③③③③
　　  　種 　牌　　  　種 　牌　　  　種 　牌　　  　種 　牌

④④④④
　 　　 種 　牌　 　　 種 　牌　 　　 種 　牌　 　　 種 　牌

⑤⑤⑤⑤
　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌　　 　 種 　牌

/10/10/10/10
問７問７問７問７ ①　　　①　　　①　　　①　　　 ②②②② ③③③③

                                        オールオールオールオール

④④④④ ⑤⑤⑤⑤
                                        オールオールオールオール

/10/10/10/10
問8問8問8問8 ①①①①

②②②②

/4/4/4/4

/12/12/12/12

問５問５問５問５ ①①①①

②②②②

③③③③

④④④④



平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙平成22年度プロテスト筆記問題　解答用紙

得点得点得点得点 /100/100/100/100

受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　受験番号　　　　　　　　　　　　　　　氏名氏名氏名氏名

問１問１問１問１ ①①①①
 　2600 　2600 　2600 　2600オールオールオールオール

②②②②
　　　6400　　　6400　　　6400　　　6400

③③③③
　　　2300　　　2300　　　2300　　　2300

④④④④
　　　5200　　　5200　　　5200　　　5200

⑤⑤⑤⑤
　 2600　 2600　 2600　 2600オールオールオールオール

⑥⑥⑥⑥
　 1600.3200　 1600.3200　 1600.3200　 1600.3200

⑦⑦⑦⑦
　　　7700　　　7700　　　7700　　　7700

⑧⑧⑧⑧
　　　6400　　　6400　　　6400　　　6400

⑨⑨⑨⑨
　 1800.3600　 1800.3600　 1800.3600　 1800.3600

⑩⑩⑩⑩
　　　5200　　　5200　　　5200　　　5200

⑪⑪⑪⑪
　6000.12000　6000.12000　6000.12000　6000.12000

⑫⑫⑫⑫
　 4000.8000　 4000.8000　 4000.8000　 4000.8000

/24/24/24/24
問２問２問２問２ ①①①①

　　２３５６　　２３５６　　２３５６　　２３５６
②②②②
　　４５７８　　４５７８　　４５７８　　４５７８

③③③③
　　三四七八　　三四七八　　三四七八　　三四七八

④④④④
 　２３４５６ 　２３４５６ 　２３４５６ 　２３４５６

⑤⑤⑤⑤
１２３４５６７８１２３４５６７８１２３４５６７８１２３４５６７８

⑥⑥⑥⑥
　　①⑤⑦⑧　　①⑤⑦⑧　　①⑤⑦⑧　　①⑤⑦⑧

⑦⑦⑦⑦
 １２４５６７８ １２４５６７８ １２４５６７８ １２４５６７８

⑧⑧⑧⑧
一ニ三五六七八九一ニ三五六七八九一ニ三五六七八九一ニ三五六七八九

⑨⑨⑨⑨
　②③④⑤⑥⑧　②③④⑤⑥⑧　②③④⑤⑥⑧　②③④⑤⑥⑧

⑩⑩⑩⑩
 １２３４５６７ １２３４５６７ １２３４５６７ １２３４５６７

/20/20/20/20
問３問３問３問３ ①①①①

　サンチャホー　サンチャホー　サンチャホー　サンチャホー
②②②②
　　　ターツ　　　ターツ　　　ターツ　　　ターツ

③③③③
　　フーテイ　　フーテイ　　フーテイ　　フーテイ

④④④④
　　　和了　　　和了　　　和了　　　和了

⑤⑤⑤⑤
　　嶺上開花　　嶺上開花　　嶺上開花　　嶺上開花

⑥⑥⑥⑥
　　　生牌　　　生牌　　　生牌　　　生牌

問４問４問４問４ ①①①①
　　　　×　　　　×　　　　×　　　　×

②②②②
　　　　×　　　　×　　　　×　　　　×

③③③③
　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○

④④④④
　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○

⑤⑤⑤⑤
　　　　×　　　　×　　　　×　　　　×

/10/10/10/10

⑤⑤⑤⑤ １位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位 ４位４位４位４位

１人浮き１人浮き１人浮き１人浮き ＋12＋12＋12＋12 △1△1△1△1 △3△3△3△3 △8△8△8△8

２人浮き２人浮き２人浮き２人浮き ＋8＋8＋8＋8 ＋4＋4＋4＋4 △4△4△4△4 △8△8△8△8

３人浮き３人浮き３人浮き３人浮き ＋8＋8＋8＋8 ＋3＋3＋3＋3 ＋1＋1＋1＋1 △12△12△12△12 /10/10/10/10
問６問６問６問６ ①①①①

　　7種 23牌　　7種 23牌　　7種 23牌　　7種 23牌
②②②②
　 14種 46牌　 14種 46牌　 14種 46牌　 14種 46牌

③③③③
　 14種 46牌　 14種 46牌　 14種 46牌　 14種 46牌

④④④④
　 15種 47牌　 15種 47牌　 15種 47牌　 15種 47牌

⑤⑤⑤⑤
　 12種 35牌　 12種 35牌　 12種 35牌　 12種 35牌

/10/10/10/10
問７問７問７問７ ①①①①

　 1600.3200　 1600.3200　 1600.3200　 1600.3200
②②②②
　  700.1300　  700.1300　  700.1300　  700.1300

③③③③
   2600   2600   2600   2600オールオールオールオール

④④④④
　 2000.3900　 2000.3900　 2000.3900　 2000.3900

⑤⑤⑤⑤
   1200   1200   1200   1200オールオールオールオール

/10/10/10/10
問8問8問8問8

/4/4/4/4

①①①①
例　一一二二三三４５６６７東東例　一一二二三三４５６６７東東例　一一二二三三４５６６７東東例　一一二二三三４５６６７東東

②②②②
例　六六六七七八八２２２４４４例　六六六七七八八２２２４４４例　六六六七七八八２２２４４４例　六六六七七八八２２２４４４

/12/12/12/12

問５問５問５問５ ①①①①

九種九牌、四風連打、四開カン、四家立直、三家和九種九牌、四風連打、四開カン、四家立直、三家和九種九牌、四風連打、四開カン、四家立直、三家和九種九牌、四風連打、四開カン、四家立直、三家和
※４つ書いてあれば１点※４つ書いてあれば１点※４つ書いてあれば１点※４つ書いてあれば１点

②②②②

同順フリテン、リーチ後の見逃しによるフリテン同順フリテン、リーチ後の見逃しによるフリテン同順フリテン、リーチ後の見逃しによるフリテン同順フリテン、リーチ後の見逃しによるフリテン
※1つ書いてあれば１点※1つ書いてあれば１点※1つ書いてあれば１点※1つ書いてあれば１点

③③③③

平和役と待ちの形による加符店を除いて計算する。平和役と待ちの形による加符店を除いて計算する。平和役と待ちの形による加符店を除いて計算する。平和役と待ちの形による加符店を除いて計算する。
※記述した解答例に意味が通じていれば正解とする※記述した解答例に意味が通じていれば正解とする※記述した解答例に意味が通じていれば正解とする※記述した解答例に意味が通じていれば正解とする

④④④④

大三元、大四喜、四カンツを確定させた場合と大明カン直後のリンシャンツモでアガられた場合大三元、大四喜、四カンツを確定させた場合と大明カン直後のリンシャンツモでアガられた場合大三元、大四喜、四カンツを確定させた場合と大明カン直後のリンシャンツモでアガられた場合大三元、大四喜、四カンツを確定させた場合と大明カン直後のリンシャンツモでアガられた場合
（連続カンも含む）※２ケースの内、１ケース答えていれば１点（連続カンも含む）※２ケースの内、１ケース答えていれば１点（連続カンも含む）※２ケースの内、１ケース答えていれば１点（連続カンも含む）※２ケースの内、１ケース答えていれば１点


