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いきいき健康マージャンクラブ

－ システムガイド －
本文は
１、成績システム（仕組みと集計方法）
２、日本健康麻将協会のイベントと大会
３、ポイントカードについて
についてまとめたものです

※ 本文は各会場、及びホームページにていつでもご覧頂けます
※ 本内容は予告なく内容追記・変更する場合がありますので予めご了承下さい
※ 内容について疑問点等ありましたらお気軽にスタッフまでお尋ね下さい
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１、成績システム（仕組みと集計方法）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

月間リーグ戦 集計方法
年間リーグ戦 集計方法
世界ランキングポイント（WRP）とは？
WRP の 獲得方法
段位認定条件 と 取得方法

成績、世界ランキング（ＷＲ）の仕組みと集計方法についてまとめてあります。
※以下記載の平均点には全て
順位点（1 位＋12,000 点／2 位＋4,000 点／3 位▲4,000 点／4 位▲12,000 点）を含みます
※一般リーグ戦と並行して開催している 日本健康麻将協会 オープン戦については別紙をご参照下さい

(1) 月間リーグ戦 集計方法

各月リーグ期間は前月 21 日～当月 20 日まで

（例：6 月度のリーグ戦は 5/21 ～ 6/20 までの成績が対象）

＜東久留米会場

教室の部＞

規定 10 半荘以上対局された方の平均点（順位点含む）で決定

＜東久留米会場

一般の部＞

基準標準半荘数を１２とし、連続した１２半荘の平均点 の内、最も良い平均点（順位点含む）
を順位対象とする。但し規定 10 半荘以上対局された方が対象（2019 年 1 月度から改定）
対局数の多い程優位性が増す仕組みではあるが、少なくても上位入賞が可能な仕組み
※ ベストな 12 半荘ではなく、連続した 12 半荘の累計というのが本システムの肝 です
※ 12 半荘に満たない方は合計点を１２で割った点数がその月のランキング対象評価点 となります
※ 下記図参照
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教室の部＞

規定半荘数＝毎月の実施日数×２×８０％ とし
規定以上対局された方の平均点（順位点含む）で決定
（例：月の開催日が４日の場合 ４日×２×８０％＝７半荘

(2) 年間リーグ戦 集計方法

※切り上げ計算）

年間対象期間は前年 21 日～当年 20 日まで

（例：2019 年度のリーグ戦は 2018/12/21 ～2019/12/20 まで）

＜東久留米 精鋭会リーグ＞
毎月精鋭会で獲得する精鋭会ポイントの総合計(ＳＰ)で決定

※詳細は精鋭会年間成績表 参照

＜東久留米会場 教室の部＞
年間規定半荘 120 半荘以上対局された方の平均点（順位点含む）で決定

＜東久留米会場 一般の部＞
月間成績とは別に年間 120 半荘以上対局された方の平均点（順位点含む）で決定

＜その他移動会場 教室の部＞
毎月の規定半荘数を合計した半荘数を満たした方の平均点（順位点含む）で決定

(3) 世界ランキングポイント（WRP）とは？
世界ランキングとは、プロ競技のテニスやサッカーをモデルに当クラブで独自に構築した成
績指標システムであり、会員様のマージャン力を示す指標とステータになるものです。
WRP は毎月の成績に応じて付与され、1 年間ストックされます。
（例：2019 年度 6 月度終了すると… →2018 年度 6 月度の WRP は消失）

世界 R とは別に強さの指標として段位制度もありますが、これについては ５、段位認定条
件 と 取得方法 の項をご覧下さい。

(4) WRP の獲得方法

（2019.01 改定）

世界ランキングポイントは 以下の３つの方法で獲得出来ます

〔月間リーグ戦〕各会場の月間リーグ戦で得られるポイント
◆一般リーグ（現状東久留米のみ）優勝を 100 WRP とし以下規定到達人数に応じ配分
◆教室リーグ

優勝を 75 WRP とし以下規定到達人数に応じ配分

※ 複数会場 参加の場合はその月で最も大きいポイントのみが採用されます
※ 上限 WRP 越えの場合は上限 WRP を基準に 1 位から割り振られます
※ 精鋭会の月毎の結果で得られるＷＲＰは大会として換算します

〔各種大会〕各大会で得られるポイント
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優勝を 80WRP とし参加人数と順位に応じ配分

※月毎の精鋭会結果は大会扱いだが、年間結果はリーグ戦扱いとする
◆大会

優勝を 60WRP とし参加人数と順位に応じ配分

※1 精鋭会はリーグ戦だが、月間の WRP は大会扱いとして加算（2018.05 改定）
※2 複数回の大会参加の場合はその月で最も大きいポイントのみ採用されます
※3 大会はリーグ戦と異なり、月末締めで加算
※4 年末開催される世界 R トップ者だけの大会での優勝は更に高い WRP が用意される

〔年間リーグ戦〕各会場の年間最終結果で得られるポイント
月間リーグ戦同様、年間最終順位にも応じて配分（12 月末時点に付与）
※ 複数会場 参加の場合は月間同様、その年で最も大きいポイントのみが採用されます
※ 精鋭会の年間結果で得られるＷＲＰ（最大 100）はリーグ戦として採用され付与されます

(5) 段位認定条件と取得方法
当クラブの段位取得条件は複雑であり、まぐれで段位獲得は困難、故に実力がかなり反映され
る指標と言えます。段位取得には主に 4 つの条件が課題とされ、一般の部、大会、精鋭会でそ
のチャンスを有します。教室の部においても特定の条件を満たせば弐段までは昇段が可能で
す。取得条件の詳細については 別紙表 「段位取得条件」 を参照して下さい。

※ 【最新の世界ランキング】及び【新段位】は
全リーグ戦（毎月 20 日締め）及び大会（月末締め）終了後の
翌月１日に発表 致します
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２、日本健康麻将協会のイベント・大会
（1）
（2）
（3）
（4）

全国オープン戦
厚生労働省後援 健康麻将全国大会
健康麻将名人戦
その他各種大会（チャンピオン戦、有段者大会、十段戦）

(1) 全国オープン戦
当クラブでは一般リーグ戦と並行して開催、
オープン戦の参加費は無料（2019 年 1 月現在）
当日最も良い 4 半荘の成績を日本健康麻将協会へ提出し、全国で同日開催されている各会場の
成績が集計され順位が確定。
オープン戦で十位以内に入賞すれば、日本健康麻将協会の初段位の権利が得られます
（当クラブ発行の段位とは異なり、協会段位取得、昇段には別途段位料が必要となります）
また見事優勝すれば、年初に協会で開催されるチャンピオン戦への出場権利が得られます

(2) 健康麻将全国大会
日本健康麻将協会が毎年 3 月に開催する一大イベント。全国会場の代表者（計 120 名程）が参
加。当クラブでは、各リーグ戦での優勝者から出場打診を行っている。
全国大会で 4 位以内入賞すれば、翌日開催される、著名人が多く参加する健康麻将名人戦（全
員に賞金のある健康麻将最高峰の大会）への出場権を得られる。

(3) 健康麻将名人戦
参加者全員に賞金が出される、健康麻将最高峰の由緒ある大会。毎年全国大会翌日の月曜日に
一流ホテルにて開催される。出場枠は 24 名。
全国大会 4 位までの入賞者、チャンピオン大会優勝、準優勝者、各界著名人、協会優良会場推
薦者のみが参加出来る。大会後は表彰式を兼ね、懇親食事会がビュッフェスタイルで開催され
ている。著名人によるショーもあり、全て無料。

(4) その他各種大会
その他協会では多くの大会が開催されています。但し各大会には出場権があり、出場権を得ら
れた方には順次ご案内をしています。
◆チャンピオン戦

⇒

◆有段者大会

⇒

健康麻将協会有段者、先着順（６月～８月開催）

◆十段戦

健康麻将協会発行の九段を持つ方が出場出来る大会（2 月～3 月開催）

⇒

オープン戦優勝者の内、先着順で出場可能（1 月～2 月開催）
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３、ポイントカードについて
（1）
（2）
（3）
（4）

ポイント満了カードの特典
ポイント押印内容
ポイントカードを忘れても…
紛失時の再発行

(1) ポイント満了カードの特典
会員登録（要入会金 1000 円 2019 年 1 月～）された方にお渡しする当クラブで発行する
会員証兼ポイントカードにポイントを集め、満了（70 ポイント）されると、満了カードは
1 日ご招待券としてご利用可能。押印事項は次の項参照。
※ 最大 2000 円分までのご利用となります
※ お釣りは出ません
※ 満了カードは全会場どのコースでも使用可能

(2) ポイント押印内容
コース

ポイント数

押印条件（ミッション）
◆トップ、ラッキー牌和了、倍満以上和了、
ドボン(教室のみ)、ラッキー役（嶺上開花、搶槓、

月間
リーグ戦

1～5

海底、河底、三色同刻、三槓子）和了
◆各月の月間成績順位（１位～５位）
◆ご参加、朝一（東久留米 一般・教室のみ）
◆ご新規様ご紹介

オープン戦

１～3

大会

1～4

世界Ｒ

1～5

◆３位以内
◆通常の大会は 参加賞と役満のみ
◆赤ドラ大会のみリーグ戦同様に加え複数条件あり
◆毎月末時点でのＲを元に上位 5 名に５～１ポイント

※ 月間優勝での 1 日ご招待は 2018 年 12 月度にて終了しています

(3) ポイントカードを忘れても…
ポイントカードを忘れても何も支障なくご参加頂けます。当日の付くポイントはメモ用紙に
記載して、通常のカード同様お帰りの際にお渡しするので、お持ち帰り頂き、後日ポイント
カードと共にご持参頂ければ合算致します。
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(4) 紛失時の再発行
ポイントカードを紛失した場合の再発行は致しかねますので、毎回大切に保管願います。
新規のカードについては無料で発行致します。
なお、紛失したカードが見つかった場合、新規のカードとの合算は致しかねますが、
それぞれのカードを順次ご利用頂く事が可能です。
※ どうしても合算をご希望の場合は 1 ポイント頂ければ合算致します。
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