
会場＝神戸ハーバーランドumie MOSAIC前高浜岸壁
代表権対象地域：兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山、三重

会場＝タミヤ掛川サーキット
代表権対象地域：制限無し（全国区）

●土曜日はミドルバギークラスを含む最大2クラスまでエントリー可能、日曜日は1人2クラスまでエントリー可能。 

会場＝楽天生命パーク宮城
代表権対象地域：宮城、青森、秋田、岩手、山形、福島

●両日ともに1人1日最大3クラスまでエントリー可能。 

●代表権対象地域内選手は1人1日最大3クラスまで、地域外選手は1人1日最大2クラスまでエントリー可能。

会場＝宍道湖公園  湖遊館
代表権対象地域：島根、鳥取、岡山、広島、山口

●代表権対象地域内選手は1人1日最大2クラスまで、地域外選手は1人1日1クラスまでエントリー可能。
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☆タミヤグランプリ全日本選手権、開催日程・会場のご案内☆

　今シーズンも北は北海道から、南は九州までの全国各地で、タミヤグランプリ全日本選手権を開催します。下記の日

程と開催場所をご確認いただき、遠征のプランや参加クラスをご検討下さい。記載の開催クラスについては、事情によ

り変更となる可能性もございますので、エントリーの前に各大会の申し込み用紙を必ずチェックしてください。皆様のご

参加スタッフ一同心よりお待ちしております！！

　代表権対象地域外（ブロック外）選手のエントリー数を一部の大会では、制限させて頂いております。代表権対象地域

内の選手に、よりイベントをお楽しみ頂くための処置ですので、予めご了承下さい。また、応募者多数となった場合は同

様の理由から、代表権対象地域外選手から抽選の対象とさせて頂く場合がございます。

○会場についてのお願い

 タミヤグランプリ開催日以外に、イベント会場で RCカーの走行は、一切行わない様にして下さい。タミヤグランプリで
はピットスペースは禁煙とさせて頂いております。会場内の喫煙スペースをご利用下さい。また、自分で出したゴミは自

分でお持ち帰りになる様にご協力下さい。イベントの継続開催の為にも皆様のご協力をお願いいたします。



会場＝タミヤ掛川サーキット
代表権対象地域：制限無し（全国区）

●土曜日は6×6クラスを含む最大2クラスまでエントリー可能、日曜日は1人2クラスまでエントリー可能。 

会場＝ビッグルーフ滝沢
代表権対象地域：岩手、宮城、青森、秋田、山形、福島

●両日ともに1人1日最大3クラスまでエントリー可能。 

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大3クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大2クラスまでエントリー可能。

●両日ともに1人1日最大3クラスまでエントリー可能。 

会場＝アイシティ21
代表権対象地域：長野、静岡、山梨、新潟、富山、群馬

会場＝今治市民の祭りおんまく
代表権対象地域：香川、徳島、愛媛、高知

会場＝五反田TOC
代表権対象地域：東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、山梨、茨城、長野

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大3クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大2クラスまでエントリー可能。

会場＝真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
代表権対象地域：北海道

会場＝福井県産業会館
代表権対象地域：福井、石川、富山、新潟、滋賀、岐阜、長野

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大4クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大3クラスまでエントリー可能。

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大3クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大2クラスまでエントリー可能。
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会場＝グリーンランド レインボードーム
代表権対象地域：福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

会場＝おもちゃ王国
代表権対象地域：島根、鳥取、岡山、広島、山口

会場＝名古屋港ガーデンふ頭臨港緑園
代表権対象地域：愛知、岐阜、三重、福井、石川、富山、新潟、滋賀

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大2クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大1クラスまでエントリー可能。

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大4クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大2クラスまでエントリー可能。

●代表権対象地域内選手は両日ともに1人1日最大3クラスまで、地域外選手は両日ともに1人1日最大2クラスまでエントリー可能。

会場＝神戸ハーバーランドumie MOSAIC前高浜岸壁
代表権対象地域：兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山、三重

●代表権対象地域内選手は1人1日最大2クラスまで、地域外選手は1人1日1クラスまでエントリー可能。
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●クラス名一覧

●会場内への発電機・バッテリー等の持込み制限について

ガス・ガソリン等を燃料とする

発電機の持込みが禁止です。
オープン・シールドタイプのDC12V等のバッテリーの持込みは禁止。
家庭用蓄電池、モバイルバッテリーの持込みは可能です。

※上記のマークの記載がない会場は発電機・12Vバッテリーの持込みが可能です。タミヤ掛川サーキットは会場内の100V電源が使用可能です。

タミヤグランプリではイベント会場とのルールや安全性を考慮し、RC バッテリー充電用の発電機・バッテリーの持込みに関して
制限をさせて頂いております。今後のイベント継続開催の為にも、ルールを必ずお守り頂いた上でご参加下さい。ご不明な点は

事前にタミヤグランプリ係までお問い合わせ下さい。また、RC走行用パックバッテリー等を親電源として充電する方もいらっしゃ
いますが、出来る限り家庭用蓄電池等の安全性が確立された電源を正しく使用する様にして下さい。発電機・ガソリン・バッテ

リー等を持込みの際は、火災等の事故には十分に注意の上で安全に使用して下さい。従来通りLipo バッテリー・タミヤ製以外
の LF バッテリーを親電源としての充電行為は禁止となっております。

☆各クラスの詳細なレギュレーションについては、別紙をご参照下さい。
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