
 

 

¿don-dawn? ２０２１  

～第１１回クイズ静岡最強位決定戦～ 

＆ 

いちばん星 ２０２１ 

 

～第１１回クイズ静岡新人王決定戦～ 

大会プログラム 

 

 

２０２１年１１月２１日（日） 

会場：アイセル２１ ホール（静岡市葵区） 

主催：SHIZUQA 



 本日は「¿don-dawn? 2021 ～第 11 回クイズ静岡最強位決定戦～」「いちばん星 2021 ～第 11

回クイズ静岡新人王決定戦～」にお越しいただき、誠にありがとうございます。大会参加にあ

たり注意事項がございますので、以下の項目をご覧ください。  

 

注意事項 

⚫ 大会は基本的にノンストップで進行します（５～10 分程度の休憩を数回のみの予定）。昼食等につき

ましては、事前に購入いただくか、出番のない時間を利用していただくよう、お願いいたします。 

⚫ なお、ホール内での飲食は禁止されております。飲食される際は会場外でお願いいたします。 

⚫ 室内にはゴミ箱、ゴミ袋はございません。各自、持ち帰っていただくよう、お願いいたします。 

⚫ スマホ・携帯電話は、大会の進行を妨げないよう、電源をお切りいただくか、マナーモードに設定す

るよう、お願いいたします。 

⚫ 大会の経過、結果そのものをネット上に投稿する、または友人にメールすることは禁止いたしませ

ん。ただし、問題につきましては、全地区の地域最強位及び新人王が終了する 2020 年 12 月 20 日

まで投稿やメールは絶対におやめください。 

⚫ 出題者は、問題を出題する際に「問題」と申し上げます。その際の私語はおやめください。 

⚫ 答えがわかった際に早押しのアクションをする行為（いわゆる「空押し」）は、マナー違反行為とな

っておりますので、こちらもおやめいただくよう、お願いいたします。 

⚫ 大会を盛り上げる声援や拍手は大歓迎です。正解や勝ち抜けが出た際には積極的にしていただけれ

ばと思います。 

⚫ ただし、野次や非難、その他マナー違反の行為は絶対におやめください。 

⚫ 会場の施設内にはこの大会の参加者でない、ほかの利用者の方もいらっしゃいます。大声で騒ぐ、通

路を占拠するなど、その方々の迷惑になるような行為はおやめください。 

⚫ 会場での物販行為は、施設の都合上、禁止されております。 

⚫ マナー違反や迷惑行為が繰り返されることがあるようでしたら、該当者の方は失格の上、退場してい

ただくこともあります。そしてその後、当委員会内で処分を検討させていただきます。 

⚫ クイズの進行中にビデオカメラで撮影させていただくこともあるかもしれませんが、こちらは基本

的に記録用として行うものとなっておりますのでご了承ください。 

⚫ 「いちばん星」に参加される方でも「¿don-dawn?」のペーパー受験と本戦参加は必須となりま

す。不参加の場合は「いちばん星」へ参加できませんのでご注意ください。  

⚫ 予選敗退が決定する前に、やむを得ずお帰りになる方がいらっしゃると思いますが、その際には兼任

スタッフに一言声をかけていただくよう、お願いいたします。 

⚫ クイズは長丁場となりますが、決勝まで熱い戦いが繰り広げられます。仮に敗退が決定しても、出来

ましたら最後までごらんいただきたいと思います。 

 
 

 以上となります。本日スタッフ一同、頑張って進行させていただきますので、是非とも最後までお付き

合いくださいませ。 

 
 
 



¿don-dawn?2021 ～第 11 回クイズ静岡最強位決定戦～ 
 
 

参加人数と勝ち抜け人数 

 

参加人数により、「上位何％」というように勝ち抜け人数は変動。端数は「切り捨て」とする。 

下記の「約○名」は、42名参加の際の人数とする。 

 

1R 50 問ペーパークイズ  

 

◇50問のペーパークイズ（配点は 1 問 1 点の 50点満点）。 

◇制限時間は 15 分（1問あたり 18秒）。 

◇同点の場合は「１問目からの連続正解数」で決定。 

 さらに、同じ問題で誤答している場合は、次の問題からの連続正解数で順位が確定するまで続ける。 

  

＊カンニングなどの不正行為は一切禁止する。発覚した場合、当事者を失格処分、退場とし、以後開催さ

れる予定の大会への参加を禁ずる。 

 

2R 3○2×クイズ 

 

「上位 1/5（約 8 名）」と「下位 4/5（約 8～９名を 4組）」に分けて実施する。  

ルールは同じだが、勝ち抜け人数、その後の進出コースが大きく異なる。 

 

 ＜共通ルール＞ 

◇通算 3問の正解で勝ち抜け、誤答は 2 回で失格。 

 

 ＜上位 8名＞ 【約 8→1名＝準決勝進出、残り＝3R 進出】 

◇1 組で実施。 

◇1 名が勝ち抜け、準決勝進出。但し、3R には「お邪魔虫」として参加（3R を参照）。 

◇敗者は 3R進出。 

 

 ＜下位 34 名＞ 【各組約（8 or 9）→4名＝3R進出、残り＝敗退】 

◇４組に分けて実施。 

◇各組 4名が勝ち抜け、3R に進出。 

◇敗者はその時点で失格。 

 
 

3R 連答付き 7○3×クイズ 【各組（6→3）×4】 

 

◇4 組に分かれてのグループ別クイズ。 

◇２R を勝ち抜いた 24 名は上位から、Group A から Group D までの 4 つのグループのうち入りたいグ



ループを選択することができる。選択順は（2R 上位組勝者→2R 上位組その他ペーパー順→2R 下位組 勝

ち抜け順→その中でのペーパー順）となる。  

◇2R の上位組で勝利した「お邪魔虫」1 名も、プレーヤーとして参加。3R で敗退しても準決勝に進出。 

◇もちろん、勝利すれば文句なしで準決勝進出（その場合は準決勝進出の枠が減ることになる）。 

 

＜ルール＞ 

◇正解で 1○、誤答で 1×が加算される。ただし n 回連答すると n○が加算される（誤答で連答権消滅、

ただし他の解答者の誤答やスルーでは消滅しない）。 

◇7○で勝ち抜け、3×で失格。 

 

敗者復活 ？？？【敗者全員→1 or 2】 

 

◇当日発表します。 

 

準決勝 ホーム＆アウェイクイズ 【14→7】 

 

◇1対 1の対決クイズ 

◇参加者は「3R 1 位でペーパー順→2 位でペーパー順→…→お邪魔虫→敗者復活の勝ち抜け順」で並ん

でもらう。 

◇上記の並びから早い順に対戦したい相手を指名することができる。 

◇対戦前にどちらが先に 1 回戦でホームになるかを決める（指名した側に決定権がある）。 

◇正解、または相手の誤答で 1○が加算される。 

◇ホーム側は 2○で勝ち抜け、アウェイ側は 3○勝ち抜け。 

◇1回戦が終了したら 2回戦に突入し、ホームとアウェイを入れ替えて対戦する。 

◇2勝したら終了。ただし、2回戦終了時点で決着がつかない場合、中立地となる 3 回戦を行う。その場

合は両者とも 3○で勝ち抜けとなる。 

◇勝者半分が決勝に進出する。 

 

プレーオフ ホーム＆アウェイクイズ 【2→1】 

 

◇準決勝敗退者の中で最も成績のいい 2 名による早押しクイズ。 

◇PO進出者は敗退者の中から「セット数→正解数→誤答数→1○1×」で決定。 

◇ルールは準決勝のものと同じ。勝者 1 名が決勝に進出する。 

 

決勝 10○n 休クイズ 【8→1】 

 

◇10問正解で優勝。「第 11 代クイズ静岡最強位」の称号を得られる。 

◇誤答は、ｎ回目の誤答でｎ問休み。 

 
 

＊？の部分は当日発表します。 



いちばん星 2021 ～第 11 回クイズ静岡新人王決定戦～ 

 
 

参加人数と勝ち抜け人数  

 

参加人数により勝ち抜け人数は変動。 

下記の「約○名」は、24名参加の際の人数とする。 

 
 

予選 R 1○×3セットクイズ  

 

◇全員を 8 名ずつ、3グループに分けて行う早押しクイズ 

◇エントリー順の早いものから好きなグループを選択することができる。 

◇1問正解で勝ち抜け。勝ち抜けた方は次のセットまでお休み。 

◇６名の勝ち抜け者が出たらそのセットは終了。 

◇お手つき・誤答は 2回休み。 

◇勝ち抜け順にプレイヤーズポイント（以下、PP）が入る。 

 PP は上位から 10，6、4、3、2、1。 

◇ただし 1 セットは最大 10 問とし、10 問終了時で勝ち抜けられなかった場合、PPは 0になる。 

◇3セットで終了。終了後に次のグループに移る。 

◇各グループの 1位は Division 1、2位はDivision 2…5 位は Division 5 といった具合に、各グループ 5

位までは予選各グループの順位と同じ数字の（本選 R の）ディヴィジョンに進出する。各グループ 6 位

以降は全員、Division 6に所属する。 

 
 

本選 R  Steps Lite  

 

◇参加者全員を 7つのディヴィジョンに分けて行う早押しクイズ。 

◇各ディヴィジョンの形式、と勝ち上がり人数は以下の通り。 

 

⚫ Division１：3＋４→４ 

⚫ Division２：3＋４→４ 

⚫ Division３：3＋４→４ 

⚫ Division４：3＋４→４ 

⚫ Division５：3＋４→４ 

⚫ Division６：9→4 

 

◇クイズは Division 6から行い、勝者は上位ディヴィジョンに昇格できる。 

◇Division１を勝ち抜いた 4 名が決勝進出。 

 



＜ルール＞ 

◇正解は 1○、誤答は Division によってペナルティが変わる。 

◇Division２～6は 2○勝ち抜け、誤答は 1問休み。 

◇Division１は 3○勝ち抜け、誤答は２問休み。 

 
 

プレーオフ ???【敗者全員→2】 

 

当日発表します。 

 
 

決勝 7○2 休クイズ【6→1】 

 

◇6 名による早押しクイズ。 

◇1 問正解で 1○、誤答は 2回休み。 

◇7○を獲得した者が「第 11 代クイズ静岡新人王」の称号を得られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 早押しクイズのルール・判定基準について  

 

⚫ 早押しクイズ 1 問につき、解答権があるのは 1 名のみとなっております。解答権が与えられるのは

「早押しランプが点滅している方のみ」です。押したからといって答えを口走らないよう、ご注意く

ださい。 

⚫ 誰かが誤答した後、他の方が解答することの出来る「ダブルチャンス」のルールは、今大会では採用

しておりません。 

⚫ 押したから解答権があると勘違いし、正解を口走ってしまったとしても、その場合は独り言とみなし

ます。解答権のある方へ正解をアシストすることになりますので、ランプが点滅しているかどうかの

確認は必ず行うよう、お願いいたします。 

⚫ クイズの問題を最後まで読みきった後、正誤判定の担当が 5 カウント（5秒）するまでに誰もボタン

を押さなかった場合は次の問題に移ります（これを「スルー」と呼びます）。 

⚫ 解答権を得た方は、5カウント（5 秒以内）に解答をお願いいたします。5 カウントは、正誤判定を

担当するスタッフが、手を挙げて指でカウントします。5カウント以内にお答えが出ない場合は誤答

扱いになります。 

⚫ 解答は大きな声ではっきりと行なってください。解答が聞き取りづらかった場合は、正誤判定担当が

「もう一度お願いします」とコールします。この際は、先ほど解答した答えをそのままもう一度解答

してください（違う解答への変更は不可）。 

⚫ 答えが正解ではないものの、微妙な答え方で誤答にもしづらい場合は、正誤判定がもう一度、5カウ

ントし直します。このときはよく考えた上で、別の答え方してみてください。 

⚫ 出題者が「問題」とコールする前にボタンがついた場合はノーカウントとしますが、「問題」とコー

ルした後にボタンがついた場合は、何かしら答えていただくことになります。この場合は 1 問カウ

ント扱いとなりますので、押し込みをされる方は十分にご注意ください。 

⚫ 日本人、中国人、韓国人などの極東アジアの人名を解答する際にはフルネームでお答えください。ス

ポーツ選手や芸能人など、名前の一部が芸名の方が一般的になっていたり、通称が固有名詞化したり

している人物の場合は、フルネームの解答を求めません。 

＊例：イチロー（鈴木一朗でも正解）、千代の富士（千代の富士 貢でも正解）、のんなど 

⚫ それ以外の地域の人名はファミリーネームだけで結構です。ただしファミリーネームが正解でも、フ

ァーストネームが間違っていた場合は誤答となりますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


