
【チャンプ月例レース レギュレーション】 
スケールツーリングクラス ＜2022.03.15＞ 

 

●シャシー：電動1/10 ツーリングカーシャシー  

●タイヤ・ホイール：ＲＵＳＨ製 ＣＨＡＭＰコントロールタイヤ プリマウントタイプ 

※グリップ剤の使用は禁止とする。 

※タイヤセッターの使用は禁止とする。 

※タイヤウォーマーの使用は可能とする。 

●モーター：タミヤ製 ＴＢＬＭ－０２Ｓ １５．５Ｔ ブラシレスモーター 
※当店指定タイヤ回転計にて走行前に計測、回転数3500rpm以下 

●ＥＳＣ：各社ブラシレス用ＥＳＣ 

※ブースト、ターボの使用可能 

●ギヤ比：制限無し 

●バッテリー： 

Li-Po 7.4V 2セル（国内正規流通品及びROAR公認品に限る）※終了電圧 8.4V以下 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

※ＨＶバッテリーの使用は許可しますが終了電圧は8.4V以下とする。 

※使用するバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

上記にて定められた電圧以上の場合は走行できません。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

●ボディ：TAMIYA製スケールボディ 

※別紙記載の当店指定ボディポイントを総合ポイントより、加算、減算致します。 

※Newボディ発売時に随時更新の予定です。 

※優勝ボディは次戦からポイント廃止となります。 

※レース名通りスケールを重視しますので、ボディカットラインは純正のみですが、各社

のシャーシ形状を考慮し多少のずれは認める、単色の塗装は禁止と致します。 

※軽量ボディ使用可能の為、ボディ単体の重量を140ｇ以上とする。（ウイング含む） 

●ウイング：タミヤ製のオプションウイングのみ使用可能 

●総重量： 

ハイエンドダブルデッキツーリングカーシャーシ 1350ｇ以上 

バスタブシャーシ等 フリー 

●レース形式：予選 3分、周回、ベストタイム/スタッカー方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド）  

 

※ その他の不明な詳細については店頭でお尋ねください。 
※ 当店指定パーツクリーナーのみ使用可能。 

 

 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 
ツーリングクラス ＜2022.03.15＞ 

 

●シャシー：電動1/10 ツーリングカーシャシー  

●タイヤ・ホイール：ＲＵＳＨ製 ＣＨＡＭＰコントロールタイヤ プリマウントタイプ 

※グリップ剤の使用は禁止とする。 

※タイヤウォーマーの使用は可能とする。 

●モーター：基本 JMRCA 1/10 電動ツーリング・スポーツクラス最新レギュに順ずる。 
※JMRCA新レギュレーションにて公認のとれている21.5Tモーター（ROAR）又、本年度

に限り、2021年度レギュレーションの17.5Tも使用を許可する。 
※公認モーターは随時更新される為、レース前日までに、JMRCA、HPにUPされているものに

限る 

※最新レギュでもＪＭＲＣＡのＨＰにＵＰされていないもの、その場で確認が取れないも

のは無効とする 

●ESC：各社ESC 

※ブースト＆ターボ使用可能 

●ギヤ比：制限無し 

●バッテリー：Li-Po7.4V（国内正規流通品及びROAR公認品に限る） 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

※ＨＶバッテリーの使用は許可しますが終了電圧は8.4V以下とする。 

※使用するLi-Poバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

上記にて定められた電圧以上の場合は走行できません。 

特に決勝前は必ず、走行前に当店専用バッテリーチェッカーにて測定致します。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

●ボディ：EPツーリングカー用（190ｍｍ）として販売されている物  

●重量：1300g以上 

●レース形式：予選 5分周回、周回、ベストタイム/スタッカー方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド）  

 

※その他の不明な詳細については店頭でお尋ねください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 

Ｆ-１ スポンジクラス ＜2022.03.15＞ 

 

●シャシー：電動1/10 F-1シャシー 

※車体全幅：185ｍｍ以上 205ｍｍ以下のシャシー 

●タイヤ：スポンジタイヤ ロゴ入り指定貼完タイヤ 

フロント/ＺＥＮ Ｚ９１０３ Ｈｉラバー、リヤ/ＺＥＮ Ｚ９１０２ＳＳ ２５度 

※グリップ剤の使用は禁止とする。 

●モーター：各社 ブラシレス ２１．５Ｔ 

※当店指定タイヤ回転計にて走行前に計測、回転数4400rpm以下 

●ＥＳＣ：各社ブラシレス用ＥＳＣ 

※ブースト、ターボの使用可能 

●ギヤ比：フリー  

●バッテリー：Li-Po 2cell-7.4V  

※メーカー及び容量が確認できる物 

※必ずセイフティバック持参のこと（無い方は参加不可） 

※充電後の最終電圧は8.4V未満にすること。 

●ボディ：各社市販のＦ１ボディ 

※単色塗りは禁止、実車カラー単色塗りは可能とする。 

●車高：3ｍｍ以上 

●電子デバイス：各社ジャイロが使用可能 

●レース形式：予選 3分周回、周回、ベストタイム/スタッカー方式（2ラウンド以上）

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド） 

 

 

※詳細その他不明なことは、店頭＆スタッフにお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 
タミチャレＧＴクラス ＜2022.03.15＞ 

 

●シャシ－：TA08、TA07（MS･X不可）、TA06（MS不可）、TA05Ver.2、TB-05･TB-04、

TC-01、TT-02（TYPE-S可）･TT-01 

●ボディ：下記タミチャレ指定ボディが使用可能。 

※スケール感も重視します！ 単色塗りボディの使用は避けて下さい。 

（タミチャレＧＴ指定ボディ一覧） 

※ﾄﾖﾀ GR 86、ｽﾊﾞﾙ BRZ (ZD8)、2020 ﾌｫｰﾄﾞGT MkⅡ、1998 ﾌｫｰﾄﾞｴｽｺｰﾄ ｶｽﾀﾑ、TS050

（TC-01のみ使用可能）、ﾄﾖﾀGRｽｰﾌﾟﾗ、ｱｳﾃﾞｨ V8 ﾂｰﾘﾝｸﾞ、ﾏﾂﾀﾞMAZDA3、ｱｳﾃﾞｨ ｸﾜﾄﾛ

ﾜﾘｰ A2、ﾌｫｰﾄﾞﾏｽﾀﾝｸﾞ GT4、ﾄﾖﾀ ｶﾞｽﾞｰ ﾚｰｼﾝｸﾞ WRT/ﾔﾘｽ WRC、SUBARU WRX STI NBR 

CHALLENGE、MERCEDES-AMG GT3、新型 NSX、ﾗｲｷﾘ GT（電動用）、MOTUL AUTECH GT-R、

PETRONAS TOM’S RC F、RAYBBRIG NSX CONCEPT-GT、SUBARU BRZ R&D ｽﾎﾟｰﾂ、ﾄﾖﾀ 86、

SUBARU BRZ、ﾏﾂﾀﾞ RX-7 

●アルミウイングステー単体の使用を禁止します。 

●タイヤ・ホイール：チャレンジカップ接着済ラジアルタイヤまたは、ＳＰ１０２３（ミ

ディアムナローレーシングラジアル、付属のインナーを使用）「グリップ剤の使用禁止」  

●モーター＆ESC：TBLE-02，03，04SR、04S / TBLM-02S 15.5T 

※KV値は規定に基づき2570rpm以下とし測定は当店が定める測定器で行います。 

※タミグラ規定にてKV値変更がある場合、発表後に変更する場合があります。 

●ギヤ比：タミチャレレギュに順ずる。（６．６０以上） 

（ＴＡ０８：６．５６/ＴＣ０１：６．５６/ＴＢ０５：６．５６／ＴＡ０７：６．５８／

ＴＴ－０１：６．５６／ＴＴ－０２：６．５５に変更可能） 

● バッテリー：タミヤ製Ｌｉ-Ｆｅ：１６００、２２００、２３００ 

※Li-Feバッテリー終了電圧は7.3Vとする。 

※使用するLi-Feバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

特に決勝前は必ず、走行前に当店専用バッテリーチェッカーにて測定致します。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

●重量： 2021年7月より変更/最低重量 指定なし 

●レース形式：3分周回、周回、ベストタイム/フラッグ方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド） 

●ステアリングアシストユニット（ＴＧＵ－０１）の使用は出来ません。 
 

※ クリーナーの使用について 
洗浄、掃除などに使うクリーナーはパーツクリーナー、ブレーキクリーナーの使用を許可

しますが、タイヤに使用出来るのはタミヤＲＣクリーナーのみとします。 
 

 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 
タミグラ １７．５Ｔクラス ＜2022.03.15＞ 

 

Ｓｔグランプリ参加の場合はＳｔグランプリのレギュレーション 

Ｊｒグランプリ参加の場合は、Ｊｒグランプリのレギュレーションに従う。 

 

●シャシ－：各クラス指定シャシー 

●ボディ：各クラス指定ボディ 
St…ﾌｫｰﾄﾞ ｴｽｺｰﾄｶｽﾀﾑ、ｱｳﾃﾞｨV8ﾂｰﾘﾝｸﾞ、ﾄﾖﾀGRｽｰﾌﾟﾗ、ｱｳﾃﾞｨ A4 ｸﾜﾄﾛﾂｰﾘﾝｸﾞ、MAZDA3 
NISSANｽｶｲﾗｲﾝGT-R R32、NSX、ﾄﾖﾀ86、ｽﾊﾞﾙBRZ、ｱｳﾃﾞｨ ｸﾜﾛﾄ ﾗﾘｰ A2、ﾄﾖﾀ ﾔﾘｽ WRC 
Jr…ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰ用ﾎﾞﾃﾞｨ(旧NSX、ﾚｶﾞｼｨ、VEMAC除く) 
※OPウイング使用不可、キット標準ウイングのみ 
●アルミウイングステー単体の使用を禁止します。 

●タイヤ・ホイール：チャレンジカップ接着済ラジアルタイヤまたは、ＳＰ１０２３（ミ

ディアムナローレーシングラジアル、付属のインナーを使用）「グリップ剤の使用禁止」  

●モーター＆ESC：TBLE-02，03，04SR、04S / TBLM-02S 17.5T 

※KV値は規定に基づき2200rpm以下とし測定は当店が定める測定器で行います。 

※タミグラ規定にてKV値変更がある場合、発表後に変更する場合があります。 

●ギヤ比：タミグラレギュに順ずる。 

（TB EVO.7:66/22 7.50、TB EVO.6:66/22 7.50、TA08:116/30 7.15、TA07:64/18 7.31、

TA07(MS/X）:105/27 7.19、TA06(MS):68/20 7.38、TC-01:63/22 7.16、TB05:63/22 7.16、 

TB04:66/22 7.50、TT-02:68/24 7.37） 

● バッテリー：タミヤ製Ｌｉ-Ｆｅ：２２００ 

※Li-Feバッテリー終了電圧は7.3Vとする。 

※使用するLi-Feバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

特に決勝前は必ず、走行前に当店専用バッテリーチェッカーにて測定致します。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

●重量：1300g以上（ボディ含む） 

●レース形式：3分周回、周回、ベストタイム/フラッグ方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド） 

 
※ クリーナーの使用について 

洗浄、掃除などに使うクリーナーはパーツクリーナー、ブレーキクリーナーの使用を許可

しますが、タイヤに使用出来るのはタミヤＲＣクリーナーのみとします。 
 

 
 
 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 
フレッシュクラス ＜2022.03.15＞ 

 

ＲＣ初心者大歓迎！ 

これからレースに出たい、レース雰囲気を味わいたい！ 

カツカツをやめて楽しく遊びたい人向き！ 

レース表彰外のお気軽レースです！ 

 

●シャシ－：タミヤ製シャーシ 

●ボディ：タミヤ製ボディ  

※スケール感も重視します！ 単色塗りボディの使用は避けて下さい。 

●タイヤ・ホイール：タミヤ製タイヤ・ホイール、ピンスパイクタイヤ以外「グリップ剤

の使用禁止」  

●モーター＆ESC：各社、ブラシ＆ブラシレスモーター＆各社、ブラシ＆ブラシレス用ESC 

●ギヤ比：フリー 

● バッテリー：タミヤ製バッテリー 

※Li-Feバッテリー使用時の終了電圧は7.3Vとする。 

※使用するLi-Feバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

規定にて定められた電圧以上の場合は走行できません。 

特に決勝前は必ず、走行前に当店専用バッテリーチェッカーにて測定致します。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

●重量：フリー  

●レース形式：3分周回、周回、ベストタイム/フラッグ方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド） 

 
※ クリーナーの使用について 

洗浄、掃除などに使うクリーナーはパーツクリーナー、ブレーキクリーナーの使用を許可

しますが、タイヤに使用出来るのはタミヤＲＣクリーナーのみとします。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



【チャンプ月例レース レギュレーション】 
オリジナル ミニクラス ＜2022.03.28＞ 

 

●シャシ－：タミヤ製 Ｍシャシー 

●ボディ：タミヤ製 Ｍ用ボディ。 

※スケール感も重視します！ 単色塗りボディの使用は避けて下さい。 

※ウイングは純正ウイングのみ使用可能 

※駆動方式の指定はございません。 

●タイヤ・ホイール：各社Ｍ用タイヤ＆ホイル 

「グリップ剤の使用禁止」  

●モーター＆ESC：TBLE-02，03，04SR、04S / TBLM-02S 17.5T 

※当店指定タイヤ回転計にて走行前に計測、回転数2500rpm以下 

●ギヤ比：タミヤ純正＆ＯＰギヤ指定 

※M05,07 ： ピニオン 20Ｔ指定 

※M06,08 ： ピニオン 22Ｔ指定 

● バッテリー：タミヤ製Ｌｉ-Ｆｅ：１６００、２２００、２３００ 

※Li-Feバッテリー終了電圧は7.3Vとする。 

※使用するLi-Feバッテリーの電圧測定を行う場合がございます。 

特に決勝前は必ず、走行前に当店専用バッテリーチェッカーにて測定致します。 

測定後のバッテリー変更やピットに戻った場合、再度バッテリー測定を行います。 

※充電は必ずセイフティバックに入れて充電する事。 

※セイフティバックは必ず持参のこと。（無い方は参加不可） 

●重量： 指定なし 

●レース形式：3分周回、周回、ベストタイム/スタッカー方式（2ラウンド以上） 

決勝 Aメイン：5分周回方式（1ラウンド）  

Bメイン以下：5分周回方式（1ラウンド） 

●ステアリングアシストユニット（ＴＧＵ－０１）の使用は出来ません。 
 

※ クリーナーの使用について 
洗浄、掃除などに使うクリーナーはパーツクリーナー、ブレーキクリーナーの使用を許可

しますが、タイヤに使用出来るのはタミヤＲＣクリーナーのみとします。 
 

 

 

 

 
 

 



※ 2021年度からの変更点 ＜2022.03.15＞ 

 

● Ｆ１ スポンジ クラスの開催 

※ 基本2021年度のＦ１ワイドクラスのレギュとなる。 

※ 車体全幅： 185ｍｍ以上 205ｍｍ以下の各社Ｆ１シャーシ 

※ 各社 ショート Li-Po 

※ 指定モーターyokomo21.5Tから各社21.5Tに変更 

 

● タミグラ １７．５Ｔ、フレッシュの開催 

 

●タミチャレＧＴ、タミグラ１７．５Ｔ 

●カーペット保護、マーシャルの保護の為、アルミウイングステー単体の使用を禁

止します。 

 

● ＫＶ計測器での計測を変更 

※ 各クラスにて定められたＫＶを測定する際、ＫＶ測定器が最大の状態で、スタ

ートから約5秒～10秒後に停止したＫＶ値とする。 

この時の瞬間的なＫＶオーバーは失格にならない事とする。 

※ 最大モーター温度の指定はなしとする。 

 

●ツーリング ストック 

※JMRCA新レギュレーションにつき、JMRCA公認の21.5T(ROAR)を使用可能とする。 

 

● スケールツーリング 

※ ボディポイントの追加 

オフィシャルが認めたボディには、ボディポイントとして+1点を加算する。 

指定ボディを使用の場合、ボディ変更は認められません。 

指定ボディで優勝した場合、次戦より使用したボディのポイントは廃止となる。 

オフィシャルにて選ばれるボディは随時更新する。 

● ウエイトハンデ廃止 

 

● 各クラスＢメイン以下の勝ち上がり方式の変更 

※ 上位2名Ａメイン勝ち上がりから、上位1名+ベストラップ1名に変更 

（トップがベストラッパーの場合2番手のタイムが勝ち上がり） 

 

● コンクールデレガンスボディについて 

※ ドライバーズミーティングにてコンクールデレガンズを受賞した方は、必ず受

賞したボディでの走行をお願い致します。 

途中での変更は認められません。その場合、賞を剥奪します。 

 

 

 

 



車検＆ペナルティー ＜2022.03.15＞ 

 

●車検のチェックは運営が必要と見なした時のみ、走行終了後に選手間で行ってもらいま

す。  

●レギュレーション違反が確定した場合、レースタイム削除もしくは、失格とします。  

●運営上、レース走行上、システムトラブル等の判断は競技スタッフが行うことに同意い

ただいたものとし、一切の異議申し立ては受け付けません。  

●各クラスエントリー4台未満は不成立とさせていただきます。  

開催クラス不成立は、レース開催前日のPM6:00時点でのエントリー数にて決定致します。  

●当日の朝は荷物の搬入後、直ちに車の移動をお願いいたします。  

スタッフの指示された場所のみ駐車可能です。  

●ピットテーブルの利用は指定された範囲（デスク半分に指示線有）に1名でご利用をお願

い致します。  

●ドライバーズミーティングは全員参加でお願いいたします。 

スムーズな進行の為、必ずご協力ください。  

●レース進行中のコンプレッサーの使用は禁止です。 

※コンプレッサー使用は走行後のみとなりますので、コンプレッサーを使用の方は、走行

後インターバル中に必ずお願いします。 

※走行していない方、レース進行中の、無断でコンプレッサー使用を禁止します。 

●操縦台への階段の昇り降りは一方通行です。 

東側階段から昇り西側階段から降りる順路になります。  

※車検後そのまま喫煙側からコースイン、走行後反対側のコンプレッサー側の階段より降

りる順路。（注意：車検後にピットには戻れません。） 

↑↑↑この時に速やかにコンプレッサーを使用してください↑↑↑ 

●コースマーシャルは参加者で行って頂きます。  

自身の走行ヒートの次のヒートを走行ヒート者全員でコースマーシャルを、お願いします。  

●決勝レース時は予選順位の順番で操縦台へ上がります。  

各選手は選手紹介アナウンスに従って操縦台に上がってください。  

●運営室への関係者以外の入室は厳禁です。 

スタッフとの応対は受付カウンターでお願いいたします。  

●お子様連れで参加の保護者の方へのお願いです。  

ピットエリア内、コース内共に時として危険を伴うことも有ります。 

十分に注意＆監視をお願いいたします。  

●感染症対策の為、マスクの着用、手洗い、消毒を要請する場合がございます。 

 その時はスタッフの指示必ず従って下さい。指示に従わない場合、退室して頂きます。 

●蔓延防止対策、緊急事態宣言等の場合、急遽レースが中止になる場合がございます。 

 

●レギュレーションは予告なく変更する場合があります。  

●変更時には店頭及びホームページにてご案内致します。 


