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本年も毎年恒例で開催される、
厚生労働省後援、第 25 回健康麻将全国大会が品川きゅりあんで開催されました。
本年はウエルネスルール（符計算なし、ドラ８ソー等、健康麻将協会が登録商標を取得し、協
会内で推奨しているルール）での開催となりました。今

年も当クラブからは年間成績優秀者 5 名の選抜メ
ンバーに挑んでもらいましたが、惜しくも 4 位入賞
はならず（4 位以内は翌日の名人戦に出場可）。
120 名の参加者が集う大会での 4 位入賞は幾ら実
力者の皆さんであっても困難を極めます。大会は
運の要素が大
きい、しかし、だからこそ、出場すれば全員に
チャンスがあって楽しい。
今年は全国大会対策として、当クラブでも
近い内に一度、ウエルネスルールの大会を開
催出来ればと考えております。
私、佐川は渋谷のガラパゴス会場推薦選手
として、翌日、初の名人戦に出場させてもらい
左から 2016 年度 土支田優勝の若杉忠男さん、
石神井優勝の松倉哲夫さん
東久留米優勝の前田好雄さん
東久留米準優勝の佐藤喜三郎さん
世田谷優勝の小町英二さん

＜お知らせ

ましたが、これがとても素晴らしい体験で、この日
の熱戦の様子は次号以降で掲載出来ればと思
います。

【セットのご予約承っております】

＞

東久留米会場では開催日（精鋭会含む）なら常時、4 人セットで自動卓を
ご予約頂けます（※リーグ戦成績には含まれず）。機会があれば、是非ご友
人やいつもの会場のメンバーと遊びにいらして下さい。勿論、一般と教室はお一人
様で気楽に遊びにいらして下さい。5 月より開催日を増やして参ります。
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＜2017 年 3 月度 月間アワード＞
優 勝
東久留米 一般

木村 清治

準優勝

第３位

鈴木 一光

弐段

佐藤 喜三郎

東久留米 教室

菱沼 恭子

和田 和子

石神井

佐藤 恵子

戸塚 紀子

世田谷

久万 和男

石村 宏昭

初段

土支田

荻野 紗壬子

若杉 忠男

弐段

川村 光

田中 小英子
高井 一陽

弐段

恵原 市子
弐段

精鋭会 第 5 節

岡澤 良一

五段

松倉 哲夫

四段

大石 都志夫

精鋭会 第 6 節

岡澤 良一

五段

荻野 清士

五段

斉藤 正昭

石井 英子

菅原 誠一

初段

井上 芳治

井村 博

第5回

世田谷大会

第 35 回東

春季杯

※リーグ優勝３ｐｔｓ、準優勝２ｐｔｓ、第３位１ｐｔ進呈

五段

弐段

弐段

高橋 光代
佐藤 史子

初段

優勝者は一日ご招待（精鋭会・大会除く）

＜今月の昇段者＞

※3 月 20 日付 3 月度精鋭会で岡澤さんが
見事、連続優勝（流石！）を果たされ、遂に当クラブ前人未到の最高段位、
六段へと昇段なさいました。本当に勝負強い！おめでとうございます。
【六段昇段】

岡澤 良一

【初段】

井上 芳治

＜2017 年 3 月度の募金＞

お一人様ご参加につき（大会・精鋭
会は除く）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。
2 月 ご参加総数

656 名様

＜3 月度の役満＞
2017 年度役満カウント 32
（3 月 20 日現在）

／ 3 月 ご参加総数

615 名様

名

写真左 石神井会場の山戸秀子さん
南場 4 着から親の小四喜ロンで見事大逆転！

＜4 月以降のイベント＞
4 月 22 日（土） 第 3 回 土支田健康マージャン大会
5 月 4 日（木） 東久留米 一般の部 GW 杯 大会
※6 月は女流大会、7 月は会場別対抗戦 予定
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写真右 東久留米会場の
佐藤喜三郎さん
東場 字一色ロン！で
勝負あり
レア役満お見事！
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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＞

贅沢な牌姿

～ 何を捨てても役満テンパイ ～

今、あなたは 1 枚捨てる番ですが、何を捨てても、役満確定
（片アガリでもない）のテンパイで、フリテンにもなりません。
この時の牌姿を異なる役満で 3 通り考えて下さい。
ただし…
※ 裸単騎テンパイではありません
※ ダブル役満でもありません
（ 難易度 3.5／5.0 ）
※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
＜クイズ随時募集中＞

部分採用で２ｐｔｓ～、完全採用で５ｐｔｓ お付けいたします

解答は下記用紙、もしくは他の紙で提出して頂いても大丈夫です
切り取り線

＜解答用紙＞

お名前：

※未記入は０pt

①
②
③
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＜前号 第 67 回 麻将クイズと解答＞
＜問題＞

役満への手変わり ～一牌でガラリと変わる運命～

今、貴方は東場の東家で、役なしテンパイ になりました。ところがその手牌、
たった１つ牌が入れ替わるだけで、あら、不思議！役なしテンパイが、途端に
役満確定のテンパイに変わります。
さて、この役なしテンパイの牌姿 を 異なる役満で 3 通り考えて下さい。
（難易度 ぼちぼち）

＜解答例＞

xxxxcvnnnq ,,<
222sdfr 3#344$
qqqwertyuooos

緑一色
小四喜

九連宝燈

＜解 説＞ 挑戦者数１９名 完全正解 １４名 完全正答率 ７４％
役満が頭にしっかり入っているか、が問われる問題です。特にこの様
な手からよく狙うのが小四喜です。何度か狙った事のある方なら瞬時に
小四喜は思いついたのではないでしょうか？あとは同様の方法で他に
該当する役満を探すだけです。この様な仮テンパイは役満を狙う上で
重要なプロセスですから、是非普段から意識して、役満チャンスを逃さ
ず成就して頂きたいと願っております。

＜2017 年 3 月末 iki2kmc 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）

偶数月号では掲載せず
各会場にてご確認下さい

※ 世界 R を上げるコツは… ↗ ↗ ↗
世界ランキングは各会場の月間リーグ戦及び大会成績にて得られるポイントを元に決まって
います。故にランキングを上げるコツは リーグ戦で規定回数を満たす事や月間リーグ戦とは
別にポイントが得られる 大会へ出場する 事です。
※ 取得ポイントは 1 年で上書きされていきます（プロテニス方式）。
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