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World Riddle Tournament

[Topic]
Who can be the fastest “Riddle (Nazotoki) question” solver ? The players will compete in three rounds.
Be the first to solve each question, and aim for the top!

[A message from the organization committee]
For this tournament, we prepared riddle (Nazotoki) questions that can be solved in both Japanese and
English. Even if you are not familiar with riddle questions, we are sure you will enjoy this tournament.
Please participate to compete against students from around the world with your problem-solving skills!

[Date] August 17 (TUE) 9:30 ~ 12:30 (Japan Standard Time)

[Platform] Zoom, Web browser (to access quiz questions), Google Forms (to submit quiz answers), Slack
(as a means of communication)

[Requirements for participation] Currently attending junior high or high school

[Participation fee] Free

[Form of Participation] Individual

[Scale of Event] International

[Event Style] Competition

[Capacity] around 70 people

[How to register] Click the link below to register
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[Registration due date] July 7th (Fri)

[Schedule of the summit] (Plans may change)
9:30  Open zoom room
9:40～  Opening explanation
9:55～  Competition start
12:30  Closing

[Preparation for Zoom and how to join]
(1) Please install Zoom from https://zoom.us/download prior to the event, and check your video and

audio. (It is possible to participate from a smartphone, but for better internet connection we
strongly advise using a PC)

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
https://zoom.us/download
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(2) When reception begins, click the URL and open Zoom.
(3) Check your name, and please wait patiently for the host to let you in the meeting.

　　※We will be sending the Zoom urls later on.

[Other precautions]
(1) You are free to wear anything, but please be aware of the fact that this is a formal platform and

dress appropriately.
(2) Team entry is not allowed. You may be disqualified when discovered.
(3) You must not post the questions/answers on the Internet nor tell others. You may be disqualified if

discovered.
(4) Fast connection to the Website can be your advantage. Please verify your network environment

beforehand.

[Contact Information]
SOLA2021 Organizing Committee
shibushibu.sola2021@gmail.com

mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com
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国際謎解き大会募集要項

[内容]
誰が一番「謎解き問題」を速く解けるのか、３つのラウンドに分けて競います。

とにかく速く解いて、頂点を目指せ！

[企画・運営担当からのメッセージ]
今回の大会では、国際規模で「謎解き力」を競うために、「日本語と英語のどちらでも解ける」言語差

のない早押し制の謎解き問題を出題します。

さらに今回の問題は全て「思考力さえあれば誰でも解ける」ものになっています。謎解きに自信がある

方はもちろん、謎解きをあまり知らない方でも、ぜひ参加してください！

[日時] 8月17日（火）9:30 ~ 12:30

[手段] Zoom, Webブラウザ(クイズ問題の表示用), Googleフォーム(解答送信用), Slack（連絡用）

[参加条件]中学生または高校生であること

[参加費用]無料

[使用言語]日本語・英語両方

[参加の形態]個人

[大会規模]国際

[大会形式]競技

[定員] 70名ほど（先着順）

[申込方法]参加フォームを以下のリンクからアクセスし、送信してください
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[申込締切] 7 月 7 日（金）まで

[当日のスケジュール] (変更する可能性があります)
9:30  受付
9:40～  事前説明
9:55～  競技開始
12:30  解散

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
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[Zoom の事前準備と参加方法]
(1) 事前に Zoom を https://zoom.us/download よりインストールし、音声とビデオの動 作確認をして
ください。（スマートフォンからの参加も可能ですが、安定した通信環境下でパソコンからのご

参加を推奨いたします。）

(2) 受付時間になりましたら、参加 URL をクリックし Zoom を起動し、 画面中央の「コンピュータで
オーディオに参加」ボタンをクリックしてください。

(3) お名前を確認し、ミーティングへの参加を許可するまでお待ちください。
　※参加 URL などは後日連絡します

[その他の注意事項]
(1) 制服・私服は自由ですが、正式な場であるということを踏まえた服装でご参加 ください。
(2) 複数人でチームを組んでの参加は禁止です。発覚した場合、失格となることがあります。
(3) 問題の答えや解法をSNS上にアップしたり、他人に教えたりする行為は禁止です。発覚した
場合、失格となることがあります。

(4) この大会ではwebサイトに速くアクセスできることが有利に働きます。事前にネットワーク環境
の確認をしてください。

[問い合わせ先]
SOLA2021 実行委員会
shibushibu.sola2021@gmail.com

https://zoom.us/download
mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com

