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皆様、いつも各会場へのご参加

ありがとうございます。本年より偶数月の新聞は成績、役満等々や変更事項など

のお知らせ、及びクイズのみの簡易版（A4表裏４ページ）で発行させて頂きます。

奇数月は従来通りの形でお届けしますので、宜しくお願い致します。 

＜お知らせ 【昨年からの変更点 その２】 ＞   

①  毎月の成績締め日が 前月 20日に変更になりました。 

昨年度まで 月末が成績集計締め日 でしたが 

本年度より 毎月２０日を成績集計締め日 に変更致しました。 

（例） 3月度の月間成績は 2月 21日~3月 20日での成績が対象となります。 
 

②  教室の部の講義 

昨年度まで ほぼ毎回講義を行っておりましたが、講義よりも実戦対局の時間を 

求めている方が多い様子の為、本年度より 毎月第一週目のみ行うよう変更 

致しました。代わりに、個々に合った必要なアドバイスや資料を、必要に応じて 

都度個々にお渡しする事に致します。 
 

③  東久留米 一般の部 大会エントリーに関してのお願い 

東久留米一般の部での大会ご予約の際には必ずエントリーNo.をお知らせ 

致します。エントリーNo.を告げられていない方は、ご予約未完了です。 

必ずエントリーNo.をご確認下さい。 

なお、エントリーカードは大会２週間前から配布を始めます。 

東久留米一般の部以外の大会については従来通りです。 
 

④  東久留米会場 セット卓でのご予約を承ります 

東久留米会場では、現在、大会、精鋭会、一般の部、教室の部 をそれぞれ 

開催しておりますが、いずれの開催日においても、ご希望があれば、4人 1組 

のセットで貸卓ご予約を承ります。但し、セットご利用の場合は、リーグ戦集計 

対象にはなりませんので、ご注意願います。 

ポイントカードのポイント（トップ賞やラッキー牌）はセットご利用でも通常通り 

お付けします。4人セットは 1時間 1卓 1,600円（400円／1人）。 
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 優 勝 準優勝 第３位 

東久留米 一般 岩松 俊雄 四段 木村 清治 弐段 国分 弘一 

東久留米 教室 草野 美佐子 和田 佳子 金谷 二三子 

石神井 荻野 清士 五段 河合 幸子 吉田 佳古 

世田谷 菅原 誠一 初段 小町 英二 初段 山田 美枝子 

土支田 田中 真澄 若杉 市江 初段 草野 美佐子 

新春杯 岩松 俊雄 四段 岡澤 良一 五段 松倉 哲夫 四段 

精鋭会 第 1 節 赤松 紀男 初段 佐藤 喜三郎 四段 岩松 俊雄 四段 

精鋭会 第 2 節 宮崎 英美 五段 赤松 良紀男 初段 前田 好雄 四段 

※リーグ優勝３ｐｔｓ、準優勝２ｐｔｓ、第３位１ｐｔ進呈  優勝者は一日ご招待（精鋭会・大会除く） 

  新春杯で初めての出来事がありました。それについては来月号でお伝えします。 

 

 ＜2月の昇段者＞  ※1月 30日付け 
 

【五段昇段】 佐藤喜三郎 【弐段昇段】 赤松紀男 

 

 ＜2017年 1月度の募金＞   1月 ご参加総数 4,589 名様 

お一人様ご参加につき 5円を慈善団体へ寄付しております。 

ご参加ありがとうございます。 
 

 ＜1月の役満＞   2017年度役満カウントスタート14 名 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2017年 1月度 月間アワード＞  

東久留米 3件 

石神井 2件 

世田谷 1件 

土支田 3件 

精鋭会 1件 

大会 4件 

合計 15件 

（左写真） 本年度役満第一号！東久留米の 

谷口隆一さん 本年度一つ目が字一色 

凄い役満でスタートしました。 

（右写真） 

2016年度 

最多役満賞の 

荻野紗壬子さん 

今年も新年挨拶

代わりの 

国士無双で 

スタート。 

今年も役満 

クイーンは 

健在！ 
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Ｔｒｙするだけで１ｐｔ 全問正解で３ｐｔｓ お付けします！期限は次号発行日まで（義

務ではありません。解答は次号に掲載）。奮ってチャレンジ下さい！  

※一発勝負、再提出はなしでお願いします！ 
 

＜問題＞  役なしテンパイをアガリきる  ※ 今回はサービス問題！ 
 

今、下の牌姿、嵌二萬待ち、役なしテンパイしています。これをイーシ

ャンテンに戻さず、テンパイ維持しながら、アガリきる方法を考えます 

qetyuvbnss kkK 
 

【問１】 鳴いて待ちを変え、役ありテンパイにするには何を鳴けば 

良いですか？該当する牌を全て挙げて下さい。 

 

【問２】 問１の様に鳴きやツモで待ちを変えなくても、アガれてしまう 

ケースがあります。その事例を 3通り挙げて下さい。 
 

※マンズ＝漢数字、ピンズ＝○数字、ソーズ＝アラビア数字で表記して下さい 

（表記例） ⇒ 一二三１２３７８９①②③東東 
 

※解答は下記解答用紙か、他の紙で提出しても大丈夫です 

※クイズ随時募集中 完全採用５ｐｔｓ 断片採用３ｐｔｓ差し上げます 

 

 

＜解答用紙＞   お名前：               ※未記入は０pt 

 

問 1                           

問 2 事例 1                         

事例 2                        

事例 3                         

 

切り取り線 
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＜前号 クイズと解答＞  

＜問題＞  手役・手牌推理 

【問１】  子の門前で二面待ちテンパイしています。それぞれの出アガリ（ロン）が 

1,000点、5,200点の牌姿を考えて下さい。リーチはしていません。 
 

【問２】 東場の親番です。「東」と「八萬」の双ポン待ちでテンパイしています。 

リーチはかけていません。「東」でも「八」でも出アガリ（ロン）が可能で、 

共に２ハンのアガリです。この時、「東」より「八」でロンした方が、点数が 

高くなる牌姿を考えて下さい。    難易度 LV 3.5~4.0 （5段階中） 
 

 

＜解答＞  ※解答例 

（問 1）qweasdzzxccvv 
（問 2）zzzaaauiiio11 

    kkk,,,uiiio11 

 

＜解 説＞ 挑戦者数 14名 完全正解 4名  完全正答率 29％  
 

前号でこの問題の難易度設定を 3.5~4.0 としてしまいましたが、実際

は難易度 MAX の 5.0 の設定で良かったと反省しておりま

す。今回は提出も少なかったです（悲）し、正解出来なくても

気になさる事はありません。逆に正解出来てしまった方は相当熟練さ

れ、レベルが高いと思って頂いて良いかと思います。実は過去のクイズ

で、ほぼ同じ問題が点数計算として出題されていたので、記憶に残っていた方は出

来たかもしれません。点数計算力を身に着けたい方は、解答の牌姿について、そ

れぞれのアガリ牌での点数を考えると良い勉強になると思います。 

 

＜2017年 1月末 世界ランキング＞ 
 

※ 精鋭会出場権は全体人数の 10分の 1位以内の方、 

及び有段者に与えられます（一度出場されれば以後出場権は継続されます） 
 

 

簡易版では掲載省略 

各会場にてご確認下さい 


