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the eighth 

~Sugoi Taikai of Ultimate-battle~ 
１R 100 問ペーパークイズ 

 

 筆記 100問＋近似値１問のペーパークイズ(配点は１問１点の 100点満点)。 

 制限時間は 20分(１問あたり 12秒)。 

 得点の上位 48名が２Roundに進出。 

 ２Roundにおいて、上位４名には３ポイント、５～12位には２ポイント、13～24位には１ポイントがそれぞれアドバンテ

ージとして与えられる。 

 得点が同一であった場合は１問目からの正誤を比較し、差が付いた段階での連続正解数で判断する。それも同

一であった場合は近似値の近さで順位付けを行う。 

 漢字の書き間違いや英語のスペルミスは誤答扱いとする。なお、問題中に特に指定がない場合、漢字に自信がな

ければひらがな・カタカナでの解答も可とする。ただし、読み方を誤った場合は不正解とする。 

 文字が読めない場合も、こちらの判断で誤答として扱う場合がある。 

 東洋人名(日本人・中国人・朝鮮人・台湾人など)はフルネームでの解答を要求する。ただし固有名詞化した通称

(イチローやタモリなど)、四股名、ペンネーム、芸名などはこの限りではない。 

 上記以外の人名はファミリーネームでも可とする。ただし、明らかにフルネームを要求する問題は例外とする。 

 複合姓は完答を要求する。ただし、イスラム圏の人名については一般的な通称で可とする(サダム・フセイン・アブ

ドゥル=マジード・アッ=ティクリーティーの場合、フセインやサダム・フセインで可)。 

 皇帝などの名前において、「○世」を一般的につける場合はそれも解答すること。一般的な通称で必要がない場

合(クレオパトラなど)についてはこの限りではない。 

 歌舞伎役者などの「○代目」などは必要ない。ただし、「何代目でしょう？」などを聞いているときは例外とする。 

 日本プロスポーツ協会に加盟しているスポーツチームについてはフルネームでの解答を要求する。それ以外のチ

ームについてはチーム名が一意に限定できれば可とする。 

 印刷ミスなどのトラブルがあった場合、静かに手を挙げて知らせること。 

 近似値の書き忘れは「誤差 32兆」として扱う。 

 カンニングは一切禁止。発覚した場合、主催者の家賃・光熱費を一生払い続けてもらう。 

 

 

 

 



1. 「S」、「T」、「U」のうち、「船橋市」をローマ字表記した時に使われないのはどれでしょう？ 

2. その名は『史記』と『書経』の一節からとられたものである、現在、日本で使われている元号は何でしょう？ 

3. 野球において、打者がボールを打つために使う棒状の道具を何というでしょう？ 

4. 童話『三匹の子豚』で、子豚たちの家を吹き飛ばした動物は何でしょう？ 

5. 流出する川は瀬田川のみである、日本最大の湖は何でしょう？ 

6. ハジキ、中軸、石突などから成る、雨の日にさすものは何でしょう？ 

7. 日本では専ら「メートル」の前につく、SI 単位系において「100 分の１倍」を意味する接頭辞は何でしょう？

【記号での解答は不可】 

8. 「８」の正の約数をすべて足すといくつになるでしょう？ 

9. 1853 年３月 30 日に生まれた、代表作に『アルルの跳ね橋』や『ひまわり』などがあるオランダの画家は誰

でしょう？ 

10. キンメ、マカロニ、フンボルト、アデリー、コウテイなどの種類がいる、飛べない鳥は何でしょう？ 

11. 大きく跨座式と懸垂式に分けられる、１本の線路の上を走る交通機関は何でしょう？ 

12. 寿司の「かっぱ巻き」において、中に巻かれている野菜は何でしょう？ 

13. マルチタップなどを使い、１つのコンセントに複数の電気製品をつなぐことを、ある動物を用いて「何配線」

というでしょう？ 

14. 上杉謙信と武田信玄のエピソードに由来する、「たとえ敵であっても、窮地の場合には救う」という意味の

ことわざを、「敵に何を送る」というでしょう？ 

15. 星型、釣り鐘型、富士山型などの種類がある、男女別に年齢ごとの人口を表したグラフのことを、その見た

目から何というでしょう？ 

16. 来月 12 日、３年ぶりの長編小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を出版する、その他の代表

作に『ノルウェイの森』や『1Q84』などがある日本の作家は誰でしょう？ 

17. 世界最大のものは、シンガポールにある「シンガポール・フライヤー」である、英語では「フェリス・ホイ

ール」という乗り物は何でしょう？ 

18. 「下見所」ともいわれる、競馬場において、出走前の馬を観客に見せるための場所を何というでしょう？ 

19. ビリヤードにおいて、整列した球を散らすために放たれる最初のショットのことを特に「何ショット」とい

うでしょう？ 

20. 妻は同じく漫画家の「みかみなち」である、代表作に『Dr.スランプ』や『ドラゴンボール』などがある漫画

家は誰でしょう？ 

21. 福岡県朝倉市で国内シェアの７割が生産されている、「好みは人それぞれである」という時に「これを食う

虫も好き好き」ということもある植物は何でしょう？ 

22. 温度差による音程の変化が少ないため、オーケストラにおいてチューニングに用いられる木管楽器は何でし

ょう？ 

23. ある言葉や文章中の文字を並び替え、別の言葉や文章を作る言葉遊びのことを何というでしょう？ 

24. 今月、初登場以来初めてデザインの改定が行われた、森永製菓のお菓子「チョコボール」のキャラクターは

何でしょう？ 

25. 日の出から日没までは飲食が禁止される、ヒジュラ暦の９番目の月のことを何というでしょう？ 

26. 山裾からは存在が確認できないことから「空中都市」とも呼ばれる、ハイラム・ビンガムによって発見され

たインカ帝国の遺跡は何でしょう？ 

27. 「アスカルビー」、「紅ほっぺ」、「とよのか」、「とちおとめ」といえば、何という果物の品種でしょう？ 

28. 囲碁のタイトル戦の名前にもなっている、碁盤の中央にある点のことを何というでしょう？ 

29. 歴代１位となる幕内優勝 32 回の記録を持つ、今年１月に 72 歳で亡くなり、先月には国民栄誉賞を受賞した

力士は誰でしょう？ 

30. 落語で、演者が本筋とは関係のないダジャレなどで観客の笑いを取ることを何というでしょう？ 

31. １ドルが 100 円から 90 円になった場合、「円安」、「円高」のどちらでしょう？ 

32. 直角三角形において、直角と向かい合う辺のことを特に何というでしょう？ 

33. クリスマスの時期、家のドアなどに飾られる、枝や花などで作られた輪のことを何というでしょう？ 

34. 温泉法において「温泉」とは、源泉の温度が何℃以上のものをいうでしょう？ 

35. その名はジェイムズ・ジョイスの小説『フィネガンズ・ウェイク』の鳥の鳴き声に由来する、アップやダウ

ンなど６種類が知られている素粒子は何でしょう？ 

36. 旅行パックにおいて、別料金を支払うことで追加できるツアーのことを特に「何ツアー」というでしょう？ 

37. 道標や登山の記念として、石を円錐形に積み上げて作る石山のことを何というでしょう？ 

38. ゴリラが威嚇のために行う、二足歩行で立ち上がり、胸を手で叩いて音を出す行為を何というでしょう？ 



39. 美穂圭子(みほ・けいこ)や箙かおる(えびら・－)などがこれに当たる、宝塚歌劇団において特定の組に所属し

ないメンバーを何というでしょう？ 

40. 鎌倉時代に起こった元寇で、１度目の襲来を「文永の役」といいますが、２度目の襲来を「何の役」という

でしょう？ 

41. 『宇宙戦争』、『透明人間』、『タイム・マシン』などの SF 小説を残し、「SF 小説の父」と呼ばれる、イ

ギリスの作家は誰でしょう？ 

42. 読者が悲しみのため次々に出家し、天皇の命により焼き払ったという伝承が残る、『源氏物語』で唯一、巻

名のみが伝わっている作品は何でしょう？ 

43. 北斗七星があるのは「おおぐま座」ですが、南斗六星があるのは何座でしょう？ 

44. 古代ギリシアにおけるメトイコイやイスラムにおけるジズヤなどのように、国民１人に対して課される税金

のことを何というでしょう？ 

45. 今年１月に発表された「2012 年 FIFA バロンドール」において、史上初となる４年連続の受賞を成し遂げた

アルゼンチンのサッカー選手は誰でしょう？ 

46. 『さらば愛の巣』や『ある晴れた日に』などの有名なアリアが歌われる、『トスカ』、『ラ・ボエーム』と

ともに「プッチーニの三大オペラ」に数えられるオペラは何でしょう？ 

47. 塩化マグネシウムや水酸化ナトリウムなどで見られる、物質が空気中の水を吸収する現象を何というでしょ

う？ 

48. 昨年のオリコン年間シングルチャートで１位を獲得し、同年のレコード大賞も受賞した、AKB48 の 26 枚目

のシングル曲は何でしょう？【表記揺れは不問】 

49. 軌道を安定させる効果がある、ゴルフボールにつけられた窪みのことを何というでしょう？ 

50. 漢文においては「古くからの友達」を指し、現在では「亡くなった人」を指す漢字２文字の言葉は何でしょ

う？【カナ解答可】 

51. 地震の種類で、本震より前に起こるものを「前震」というのに対し、本震より後に起こるものを何というで

しょう？ 

52. 先月 25 日、第 18 代韓国大統領に就任し、同国初となる女性大統領となった政治家は誰でしょう？ 

53. 正式には『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』という、イブン・バットゥータが自

らの旅についてまとめた旅行記は何でしょう？ 

54. 冷たいものを急いで食べた時に起こる頭痛のことを、ある冷たい食べ物を用いて「何頭痛」というでしょう？ 

55. 電子辞書の「Brain」、オーブンレンジの「ヘルシオ」、液晶テレビの「AQUOS」といえば、どこの企業の製

品でしょう？ 

56. 自転車において、車軸から車輪の外周へと放射状に伸び、車輪をを支える役割を担っている部品のことを何

というでしょう？ 

57. 代表作に『ウォレン夫人の職業』や、ミュージカル『マイ・フェア・レディ』の原作となった『ピグマリオ

ン』などがある、イギリスの劇作家は誰でしょう？ 

58. マンサード、ギャンブレル、入母屋、寄棟、切妻などの種類がある家の一部は何でしょう？ 

59. オリンピックにおける開会式で、必ず最初に入場する国はどこでしょう？ 

60. 現在はキャロル・アン・ダフィーがその地位にある、イギリス政府によって公認された詩人のことを何とい

うでしょう？ 

61. 初戦で「広島弁講座」、ファイナルステージで「道路交通警備員」のネタを披露し、『R-１ぐらんぷり 2013』

の覇者となったピン芸人は誰でしょう？  

62. 合唱曲として有名な唱歌『かいじゅうのバラード』で、かいじゅうが「『見たい』と叫んだ」と歌われてい

るものは何でしょう？ 

63. 殺人を犯した理由を「太陽がまぶしかったから」と述べる、アルベール・カミュの小説『異邦人』の主人公

は誰でしょう？ 

64. 臭いが強い野菜のネギ、ニラ、ニンニクといえば、いずれも何科の野菜でしょう？ 

65. ロシア文字において、最初の文字は「А(アー)」ですが、最後の文字は何でしょう？【カナ解答可】 

66. 本来は紙を折る際の目印として用いられていた、原稿用紙の中央部に描かれている飾りのことを何というで

しょう？ 

67. 冠位十二階において、最も高い位は「大徳」ですが、最も低い位は何でしょう？ 

68. ボウリングにおいて、ポケットにボールが入ったにもかかわらずピンが１本残ってしまうことを何というで

しょう？ 

69. 今年７月１日から 28 番目の EU 加盟国となる、首都をザグレブに置く国はどこでしょう？ 

70. 作者の急死に伴い、第 130 巻『見知らぬ明日』をもって未完となった、栗本薫のファンタジー小説は何でし

ょう？ 



71. 著書『ヘレニズムの歴史』などを残し、「ヘレニズム」という言葉を作ったことで知られる、ドイツの歴史

家は誰でしょう？ 

72. 「息をふさぐもの」という意味がある、首にピッタリとつく首飾りのことを何というでしょう？ 

73. 楽器の「ピアノ」、「ヴァイオリン」、「アコーディオン」、「ハーモニカ」を漢字で書いた時、共通して

使われる漢字は何でしょう？【漢字解答のみ可】 

74. 二十四節気をあいうえお順に並べた時、最初にくるのは「雨水」ですが、最後にくるのは何でしょう？ 

75. お灸の原料となる、ヨモギを加工して作られる綿状の材料を何というでしょう？ 

76. イランから脱出するため、架空の映画撮影を行うという内容の、先月発表された「第 85 回アカデミー賞」で

作品賞を受賞した、ベン・アフレック監督の映画は何でしょう？ 

77. ロジャー・ペンローズとともに「特異点定理」などを発表した、「車椅子の物理学者」という異名で有名な

イギリスの物理学者は誰でしょう？ 

78. 陸上における投擲種目のうち、十種競技・七種競技ともに実施されないものは何でしょう？ 

79. タレント・春香クリスティーン(はるか・－)は、日本とどこの国のハーフでしょう？ 

80. フランス語で「思想」という意味がある、その中で「人間は考える葦である」という有名な一節が記された

ブレーズ・パスカルの著書は何でしょう？ 

81. 昨年 11 月発表された「スーパーコンピューター計算速度世界ランキング」においてトップとなった、アメリ

カ・オークリッジ国立研究所のスーパーコンピューターは何でしょう？ 

82. 経済の「ジョン・ベイツ・クラーク賞」と数学の「フィールズ賞」に共通する受賞条件は「何歳以下」でし

ょう？ 

83. 「佐賀の七賢人」の一人に数えられる、日本赤十字社の前身である博愛社を設立したことで有名な明治時代

の政治家は誰でしょう？ 

84. 現在のものは 1345 年に再建されたものである、イタリア語で「古い橋」という意味の名を持つ、アルノ川に

架かる橋は何でしょう？ 

85. ミュージシャンに同行し、楽器の手配や積み下ろしなどを行う人のことを何というでしょう？ 

86. ヒロイン・卯野め以子(うの・めいこ)を杏(あん)が演じる、今年下半期に放送される NHK 朝ドラのタイトルは

何でしょう？ 

87. 漢詩において「五言絶句」といえば、全部で何文字から成り立っているでしょう？ 

88. 解剖学やデッサンなどで見られる、皮膚の下にある筋肉を描いた絵画や彫刻のことをフランス語で何という

でしょう？ 

89. バスケットボールにおいて、パスを空中で受け取り、そのままダンクシュートを決めるテクニックを何とい

うでしょう？ 

90. 「沼に棲む者」という意味がある、北欧神話で、ラグナロクの日にオーディンを飲みこむとされる狼の名前

は何でしょう？ 

91. ローマ数字で表記できる最大の数はいくつでしょう？【算用数字での解答で可】 

92. 今年５月にも承認される見込みである、正式には「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」という条約の

ことを、採択された都市から「何条約」というでしょう？ 

93. 古代中国において、温和に君主が交代することを「禅譲」といったのに対し、武力によって君主が交代する

ことを漢字２文字で何といったでしょう？【カナ解答可】 

94. 現在命名されている元素の中で、元素記号に大文字の「E」が使われているのは、「エルビウム」、「ユウロ

ピウム」と何でしょう？【元素記号での解答は不可】 

95. 都道府県庁所在地でない日本の市の中で、その人口が最大なのはどこでしょう？ 

96. 「猫に小判」と同じ意味のことわざで、「犬に」といえば「論語」ですが、「牛に」といえば何と続くでし

ょう？ 

97. 現在のモナコ大公は誰でしょう？ 

98. 放送大学が持つ唯一の学部は「何学部」でしょう？ 

99. 書や絵画を掛け軸の形に仕立てることを、漢字２文字で何というでしょう？【カナ解答可】 

100. JIS 規格で定められた色鉛筆の色で、「薄」という言葉が使われる色は多数ありますが、唯一「濃」という言

葉が使われる色は何でしょう？ 

 


