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1R ペーパークイズ 11:05〜11:20

 50 問（+近似値）のペーパークイズを 15 分間で⾏います。1〜3 位の⽅には吉備団⼦ 2 個が、4〜6 位の⽅

には吉備団⼦ 1 個が与えられます。また以下のように、全参加者（最⼤ 72 ⼈）を、順位に応じて蛇腹式に 3

つの部屋に分けます。2R と 3R はこの部屋ごとに実施します。

 ※吉備団⼦は 3R ローリングクイズの時に使⽤可能です。詳細は 3R の項をご参照ください。

【Ａ部屋】

1 位 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 36

37 42 43 48 49 54 55 60 61 66 67 72

【Ｂ部屋】

2 位 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35

38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71

【Ｃ部屋】

3 位 4 9 10 15 16 21 22 27 28 33 34

39 40 45 46 51 52 57 58 63 64 69 70

昼休憩 11:30〜12:50

 この機会に、美観地区で、散策やランチをご堪能ください。

2R 指ならし 13:00〜13:15

 各部屋の参加者を 2 組に分けて、2○1×早押しクイズを⾏います（2○1×：早押しクイズに 2 回正解する

と勝ち抜けとなる。ただし、1 回でも誤答をすると敗退となる）。

 勝ち抜け順が 1 位と 2 位の⽅には吉備団⼦ 2 個、3 位以下で勝ち抜けた⽅には吉備団⼦ 1 個が与えられま

す（吉備団⼦の効⽤は、1R のものと同じです）。

3R ローリング（72 名→15 名） 13:20〜15:10

 各部屋の参加者を、1R の順位によって下位組・上位組の 2 組に分けます。部屋の⼈数が奇数の場合は、上

位組の⼈数が 1 ⼈多くなります。

 組ごとに早押しクイズを出題します。１問正解で「勝ち抜け」となり、その時点で早押し席に残っている

⼈数（⾃分⾃⾝を除く）と、誤答で「負け」になった⼈数との合計を「勝ち抜き⼈数」として獲得します。

 誤答すると、当該組での解答権が無くなり「負け」となります。

 各組の最⼤勝ち抜け⼈数は、組の参加⼈数マイナス 3 ⼈までとします（12 ⼈の組の場合は、最⼤ 9 ⼈が勝

ち抜ける）。組の参加⼈数マイナス 3 ⼈が勝ち抜けたら、その時点でその組のクイズは終了となります。

 なお、誤答失格者が 3 ⼈以上出た場合でも、クイズは続⾏されます。

 スルー（誰もボタンを押さずに問題が流れること）が 3 問続いた場合、その組のクイズは強制打ち切りと

なり、残っていた⼈は全員「負け」となります。

 これを下位組→上位組の順に⾏います（これを 1 セットとします）。

 セットが終了したら、その時点での「勝ち抜き⼈数」が少ない順に⼀列に並び直します。勝ち抜き⼈数が

同じ場合は、1R の順位が⾼い⽅がより下位に並びます。

 「勝ち抜き⼈数」によって再度下位組・上位組の 2 組に分け、次のセットを⾏います。勝ち抜けると、前

セットまでに獲得した「勝ち抜き⼈数」に、このセットで獲得した「勝ち抜き⼈数」を加算します。これを

繰り返していきます。
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 その部屋で通算 225 問⽬が読まれたら、そのセットを部屋の最終セットとし、部屋内の総合順位判定を⾏

います。

 各部屋の上位      5      ⼈が      QF  （準々決勝）に進出します。  5 位以上で同点の⽅がいる場合は、1R の順位→予備

問題での 1○1×早押しクイズによって順位を決定します（QF 進出が決定している場合も、当ラウンドでの

順位が QF 以降のラウンドに影響を及ぼすため、順位を決定します）。

【吉備団⼦について】

 誤答した時に、吉備団⼦ 1 つを使⽤することにより、その誤答を帳消しにしてそのままクイズを継続する

ことが可能となります。吉備団⼦は、次の問題を読み始めるまでに宣⾔して使う必要があります。なお、3R

終了時点で未使⽤の吉備団⼦が残っている場合は、「未使⽤の吉備団⼦の数×3」が 3R の勝ち抜け⼈数に加

算されます。

 ※使⽤タイミング以外で吉備団⼦を⾷べてしまうと無効になってしまうのでご注意ください。

 ※3Rが終了したら、再び全員1Rを⾏った部屋に集合します。

敗者復活（QF 進出者を除く全参加者→1 名） 

 シークレット（当⽇の発表をお楽しみに）

 ※16:00 までに敗者復活がスタートできなかった場合、敗者復活は省略となります。

QF-A ボードクイズ（16 名→3 名+10 名） 16:30〜17:00

 20 問のボードクイズを⾏います。正解で+1 ポイント、少数正解（2〜3 ⼈正解）でさらに+1 ポイント

（合計+2）、単独正解でさらに+2 ポイント（合計+3）となります。

 ポイントの上位 3 名が SF（準決勝）進出、ポイント下位 3 名が敗退となり、残りの 10 名は QF-B へ移り

ます（同点の場合は、3R の順位→1R の順位によって順位を判定します）。

QF-B ポイント持ち越し早押しクイズ（10 名→5 名） 17:05〜17:25

 全員の QF-A でのポイントを、4 位の⽅のポイントが 4 ポイントになるように圧縮します（例：4 位 8 ポ

イント 5 位 7 ポイント 6 位 5 ポイント…の場合、全員のポイントを 4/8 倍し、4 位 4 ポイント 5 位 3.5

ポイント 6 位 2.5 ポイント…となります）。

 50 問限定の早押しクイズを⾏います。正解すると+1 ポイント、3 回誤答をすると失格になります。QF-A

と QF-B のポイントの合計が 8 ポイント以上に達した先着 5 名の⽅が SF 進出になります。また、失格者が 5

名出た場合も、残っている⽅が全員 SF 進出になります。50 問終了した時点で決着がつかなかった場⾜、ポ

イント→QF-B での誤答の少なさ→1R の順位で判定します。

SF 同時進⾏対決クイズ（8 名→4 名） 17:30〜18:15

 1 対 1 の対決を 4 組同時に⾏う 100 問限定対決早押しクイズです。各組の勝者が F（決勝）進出となります

 まず、QF-A 1 位→QF-A 2 位→QF-A 3 位→QF-B 1 位…の順で対戦相⼿を指名して、対戦ペアを決定しま

す。

 ペアの 2 ⼈のうち指名した側の参加者が、QF の順位が上位の⽅から順に A〜D のアルファベットから 1

つを選びます。このアルファベットはそれぞれ以下の勝ち抜け条件に対応しており、その組のいずれかの参

加者がこの勝ち抜け条件を満たすと勝利となります。ただし、どのアルファベットがどの勝ち抜け条件に相

当するかは、この時点では明らかにされません。
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正解 誤答 勝ち抜け条件

勝ち抜け条件1 +1ポイント -1ポイント
相⼿に7ポイント以上差をつけ

た状態が3問継続する

勝ち抜け条件2 +1ポイント -2ポイント 相⼿に10ポイント差をつける

勝ち抜け条件3 +1ポイント
対戦相⼿に+1

ポイント
10ポイント先取する

勝ち抜け条件4

⾃分内連答（誤答を挟まずに連続で正解

する。対戦相⼿や他の組の参加者の正解

には影響されない）で+1ポイント。

ポイントの変

動はなし
7ポイント先取する

 いずれの勝ち抜け条件でも、5 回の誤答で失格（対戦相⼿の勝利）となります。

 対戦中、各参加者のポイントは開⽰されません。また、それぞれのアルファベットに対応する勝ち抜け条

件は、その対戦の勝敗が決した時に開⽰されます。

 勝利決定順がそのまま SF での順位となります。複数の対決の勝敗が同時に決した時は、ポイント→正解

数→誤答の少なさ→QF の順位によって、SF での順位を決定します。

 100 問終了した時点で決着がつかなかった場⾜、ポイント→正解数→誤答の少なさ→QF の順位で勝敗を

判定します。この⽅法で勝利が決定した⽅が 2 名以上いた場合、同じ基準で SF での順位を決定します。

F スリーフェイズクイズ（4 名→1 名） 18:20→18:50

 1 フェイズ 20 問×3 セットからなる早押しクイズです。開始前に SF の順位に応じて上位から 5，3，1，0

ポイントが⼊ります。

 正解で+4 ポイント、通算 4 回の誤答で失格になります。さらに、1 フェイズ⽬での誤答は-5 ポイント、2

フェイズ⽬での誤答は-3 ポイント、3 フェイズ⽬での誤答は-1 ポイントとなります。ポイントは次のフェイ

ズに持ち越されます。

 誰かが失格になると、そのフェイズは終了します。誰も失格せずに 20 問終了した場合、その時点での通

算ポイントが最下位の 1 名が脱落となります。同点の場合は正解数→誤答の少なさ→SF の順位によって最下

位者を決定します。

 3 フェイズ終了時点で⽣き残った参加者が優勝となります。

【早押しクイズにおける共通ルール】

· 問題は、すべてシングルチャンスです。ボタンの連打は禁⽌です。

· 問題が読み切られてからの待ち時間は３カウントです。ボタンが押されてからのシンキングタイム

も３カウントです。

· 解答がタイムアップのブザーと重なった場合、不正解となります。

· 解答が聞こえなかった場合、正誤判定者は「聞こえませんでした」と⾔って解答者の再解答を求め

ます。この場合、解答者は最初に⾔った答えをそのまま答えなくてはなりません。

· 解答が「正解に限りなく近いが、そのままでは正解にならない」と正誤判定者が判断した場合、正

誤判定者は「もう１度」（もしくは「もう１回」）と⾔って、解答者の再解答を求めます。この時 、

解答者は最初に⾔った答えをそのまま⾔わず、別の答えを⾔ってください。この解答が⽤意してい

る正解と異なる場合は不正解となります。
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· 複数のものから⼀つだけを答える問題の場合、問題⽂のままの順序で全てを答えた場合は正解とし

ますが、それ以外の場合、全てを解答するのは不正解とします。

例：「天⽂単位とは／、太陽とどこの間の距離でしょう？」Ans.地球

→この問題の場合、「地球」「太陽と地球」は正解、「地球と太陽」は不正解とします。

（「〜、どことどこの間の距離でしょう？」だった場合は「太陽と地球」「地球と太陽」が正解、

「地球」「太陽」のみはカウントを継続しもう⼀⽅の解答が無い場合不正解とします。）

· 都道府県名と都市名の両⽅を答えた場合、原則都市名の⽅を答えたものとみなします。

【その他共通ルール】

· ⼈名は原則として、芸名・ペンネーム・登録名など最も⼀般的に知られている名前、及びそれに準

ずる知名度のもののみを正解とします。

〇東洋⼈名（⽇本・韓国・中国・台湾など、主に⽒名表記に漢字が⽤いられる国）は、フルネーム

での解答に限り正解とします。 ただし、東洋⼈名でも、通称が固有名詞化した場合や、四股名はこ

の限りではありません。

例：「イチロー」「鶴⻯」

〇⻄洋⼈名は、原則ファミリーネームのみで正解とします。ただし、明らかにフルネームを要求さ

れる問題の場合は例外とします。 

例：「現在のアメリカ⼤統領ドナルド・トランプの妻は誰でしょう？」

→「トランプ」のみは不正解。「メラニア」「メラニア・トランプ」で正解とします。

· 観戦中に、ヒントや答えをつぶやく、ボタンを押す真似をする、⼤声をあげるなどの⾏為は、⾮常

に⼤きなマナー違反となります。⽬に余る場合は、退場していただく場合もあります。

※SF・F ともに、時間が押している場合は促進ルールを適応させていただく可能性があります。

※実施時刻は、進⾏状況に応じて変更する場合がございます。ご了承ください。
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