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主催＝R/C GARAGE G-WORKS・RC PROSHOP T2 協力＝（株）タミヤ 会場＝R/C GARAGE G-WORKS プレミアム室内コース
競技車 タミヤ製電動ラジオコントロールカー
賞典 各レース優勝・コンクールデレガンス賞・参加賞
クラス、
出場権獲得人数
シャーシなど
モーター
（ESC）/ バッテリー

モーター：TBLM-01S(16T)・02S(15.5T)
ESC：TBLE-01S・02S・03S /
タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)

2名

TA07、TA06（MS不可）
TB-04、TT-02（TYPE-S可）、
TT-01、TA05Ver.2

2名

M-07、M-05各車、M-06各車 / ・M-07・05:ライトチューン×1600SP または、
駆動方式を合わせた
1250g /
GTチューン×タミヤ製LF-6.6V（〜2300）
タミヤ製Mシャーシ用ボディ
ピニオン20T指定
・M-06:UGTチューン×タミヤ製LF-6.6V（〜2300）
※ミニクーパーボディ使用不可
FF-04、FF-03各車 /
VWシロッコ、CR-Z、ベクトラ、
ゴルフ24、
シビックR3・VTi指定

モーター：TBLM-02S（15.5T） TGU-01使用可能
ESC：TBLE-02S・03S /
タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）

1430g / 6.60以上
TA07：6.58
TT-02：6.55

制限無し /
68T×26T指定

2名

G6-01、GF-01 /
モーター：FLチューンモーター、
ESC：指定無し /
キングイエロー、
コングヘッド、
タミヤ製レーシングパック1600SP
ランドクルーザー40ピックアップ、
またはタミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)
ヘビーダンプ

制限無し /
ピニオン20Tまで

2名

T3-01シャーシ指定
ダンシングライダー ボディ指定
タミヤ製ドライバー人形搭載

制限無し /
キット標準
ピニオンギヤ指定

瀬戸
中

2018 年

モーター：キット付属360モーター /
単3アルカリ電池または
タミヤ製LF-1100 6.6V 指定

加須山
●岡山市立
帯江小

参加エントリーは、R/C GARAGE G-WORKSホームページ内の
エントリーフォームからのお申し込みをお願いいたします。
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倉敷市立
東陽中●

会場= R/C GARAGE G-WORKS
倉敷
川

●岡山
学院大

茶屋町
駅

◎＜申込用紙＞をR/C GARAGE G-WORKSホームページ内のエントリーフォームからお申し込みください。
応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

会場＝R/C GARAGE G-WORKS プレミアム室内コース
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電池 タミヤ製バッテリー
最低重量 /ギヤ比

●倉敷市立
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駐車場に限りがあるため、他の参加選手と相乗りで来場する方が優先されます。

★参加選手のみなさまへ★

参加費 ： 2,000円 女性及び中学生以下 ：1,000円
競技車規定その他
★参加は1人最大3クラスまで
（タミチャレコミカルとダンシングライダーはエントリー数に含まれませ
ん）
。
応募者多数の場合は抽選となります。
タミチャレGTクラスは両日エントリー可能です。
☆今大会はOP1417ステアリングアシストセンサーユニット
（TGU-01）
は上記記載のクラスでのみ使
用可能です。
ただし同様の効果を発揮する他社製品の使用は認められません。
★競技車、
パーツは全てタミヤ製に限られます。
パーツは説明図の指定以外の方法では原則として
使用できません。
軽量化を目的とした穴開け・削り・部品の取り外しは認められますが、
補強など
の為に他の部品や自作パーツの追加は認められません。
受信機用の別電源の搭載は禁止です。
モーターとESCの直付け配線は不可、
ギボシや筒型コネクター等にて接続して下さい｡モーター、
バ
ッテリー、
タイヤ、
インナー、
ホイールは一切無加工。
バッテリー・タイヤウォーマー類の持込禁止。
【タミチャレGT】
イベント当日に会場で販売するマーキング済みのチャレンジカップ接着済みラジア
ルタイヤ
（1人2セットまで）
のみ使用可能。
両日参加の場合は両日購入する必要があります。
【タミチャレM】使用シャーシによりモーターとバッテリーの組合せが異なりますのでご注意下さい。
（OP779）
とタミヤ製LF-6.6V
（2300/2200/1600）
の使用
M-07・05シャーシにGTチューンモーター
も認められます。
ボディは駆動方式に合わせて使用して下さい
（マツダロードスターを除く）
。
【タミチャレFF】
ボディはゴルフ24、
シロッコ、
シビック
（R3、
CR-Z、
Vti）オペルベクトラが使用可能。M
ナロータイヤ、
タミヤ製LFバッテリーは
（1600〜2300）
が使用可能です。
Mナローホイールが指定。
【タミチャレコミカル】
ボディとタイヤの組合せは説明図に準じます。
対応するOPパーツの使用が認
められます。
オモリの搭載は一切禁止です。
ヘビーダンプのボディの穴あけ等の軽量化は禁止。
【ダンシングライダー】
発信器搭載用のステーを予め装着の上ご参加下さい。
フロントタイヤはキット
サポートアームの有無、
固定は問いません。
標準、
リヤタイヤはタミヤ製Mシャーシ用が使用可能、
★タミヤRCクリーナースプレー以外のスプレー類の持込みはご遠慮下さい。
★その他詳細はタミヤグランプリ大会規則・ホームページ内追加情報に準じます。

◆開場は8時。
開場前の来場は近隣住民の方々に迷惑となるため禁止です。
◆駐車場に限りがあるため、
応募者多数の場合は抽選となります。
その際は他の選手と
相乗りで来場する方が優先されますので、
エントリーフォームに忘れずにご記入下さい。
◆テーブル、
イス、
電源
（選手１人につき１口）
は主催者側で用意します。
各選手はRC4デコーダー対応のトランス
◆レース計測はMYLAPS社製RC4で行います。
ポンダーをご用意下さい。
（金）
にコースレイアウトを変更します。
その際に事前エントリー受付
◆イベント前日の4日
を行い、
練習走行券と
（タイヤを購入された方には）
タイヤ交換券を配布いたします。
事前エントリー受付を行っておくと、
イベント当日は受付無しでスムーズに練習走行に
参加できますので強くオススメいたします。
◆今大会も全クラスで全員の方に決勝レースを楽しんで頂きたいと考えておりますが
（全
員決勝）
、
レース進行が遅れてしまうと、
開催できない場合もございます。
レースに遅れ
ずに集まる...等、
参加選手の皆様にはイベント進行へのご協力をお願いいたします。

【タミチャレGT】公認シャーシ・パーツリスト
シャーシ： TA07、
・01
TB-04、TA06（MS不可）、TA05Ver.2、TT-02（S）
ボディ：
フェラーリF12tdf、
SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、新型NSX、
ライキリGT、
MOTUL AUTECH GT-R、
MERCEDES-AMG GT3、
トヨタ86、
RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、ENEOS SUSTINA RC F、
スバルBRZ R&D スポーツ、
フェラーリ599XX、
フェラーリ458、
スバルBRZ
ウイング： OPウイング、
他車種用ウイング使用可能
当日に会場で販売するチャレンジカップ接着済ラジアルタイヤ指定
タイヤ：
●その他、
イベントについてのお問い合わせは...
・R/C GARAGE G-WORKS 岡山県倉敷市藤戸町天城1823 TEL：090-4801-5246
・RC PROSHOP T2
岡山県備前市香登本48番地3 TEL：0869-92-4220

