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タミ ヤグ ラ ン プリ 全 日 本 選 手 権 代 表 権ク ラ スレ ギュレ ー シ ョン
タミヤ RC 夏の風物詩、タミヤグランプリ全日本選手権、今年は人気のトラックレーシングマシンによって争われる TRF クラスと、
Jr. クラスを含むツーリングカー 3 クラス、昨年に引き続きマツダ株式会社様協賛の M シャーシクラス「MAZDA championship」の
計 5 クラスを開催。
2018 年 11 月に開催の「タミヤ GP ワールドチャンピオン決定戦」への代表権を掛けて、今年も全国各地で熱戦
が繰り広げられます。
各クラスのレギュレーションについては以下に記載の通りとなります。
イベント当日に慌てる事のない様にしっかりとご確認の上、
レースにご参加下さい。
レギュレーションについてご不明な点がございましたら、
タミヤグランプリ係までお問い合わせ下さい。
代表権の選出方法については、各大会へのエントリーの際に、
ワールドチャンピオン決定戦への出場の意思を確認させて頂き、出場
希望の選手を対象に代表権の選出レース（決勝 A メイン）の組合せを行います（出場の意思の無い方はブロック外選手と同様の扱
（参加人数によっては A メインでの走行の場合もございます）
。
また、前日ま
いとさせて頂き、B メイン以下での走行をお願いします）
これは 1 人でも多くの方に代表権獲得のチャンスを与え
でに代表権を獲得している場合も B メイン以下での走行をお願いします。
るための方針ですので、
ご理解とご協力をお願いします。
尚、当日に 2 つ以上のクラスで代表権を獲得した場合は直下の選手に代表
権を委譲いたしますが、
その他の理由での委譲は基本的には出来ませんのでご注意ください。
また、これまで同様に 2017 年タミヤ GP ワールドチャンピオン決定戦において、M-Japan championship で決勝 A メインに出
（決勝 A メインの走行は可能です）。
走した選手は MAZDA championship での代表権は獲得出来ません
今年は 2017 年タミヤ GP ワールドチャンピオン決定戦において、TRF championship で決勝 A メインを走行した選手でも、TRF
championship での代表権獲得は可能となります（指定シャーシはツーリングカーですがトラックマシンとしての扱いといたします）。

●タミヤブラシレスモーターTBLM-02S 上限KV値（タミヤ製KV値チェッカー計測時）

◇10.5T … 3630KV

◇15.5T … 2500KV

◇Group. E トラック

TRF Championship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：TT-01 TYPE-E、TT-02（TYPE-S不可）
☆ボディ：TEAM REINERT RACING MAN TGS、
TEAM HAHN RACING MAN TGS
☆モーター/ESC：タミヤブラシレスモーター…TBLM-02S（10.5T）/
タミヤブラシレスESC…TBLE-01S、02S、03S
☆バッテリー：タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)
☆タイヤ/ホイール：キット付属タイヤ
（51589）/

キット付属ホイール（54741・51588）
インナーの装着不可

☆ギヤ比：TT-01…61T/21T、TT-02…68T/24T（OP.1500使用）
☆最低重量：1,450g以上

1/14RC
TEAM HAHN RACING MAN TGS

☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
☆その他：アルミダイレクトサーボホーンは使用できません。
ハイトルクサーボセイバーを使用して下さい。
ボディパーツ付属の樹脂パーツ類は説明図記載の通りに全て装着して下さい。
ビス等によるボディパーツの固定も認められます
（走行中にキャビン等が外れた場合はリタイヤとなります）。
チャ
レンジャ
ー
（○）
、
チャ
レンジャ
ー
（●）
、2ndチャレンジャー解除（☆）の参加も認められます。
TRF
2nd
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◇Group. A ツーリングカー

GT Championship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：TB-05、TRF419各車、TB EVO.7、TA07、TB EVO.6各車、TA06、TA06MS、
TRF418、TB-04、TT-02各車（オンロード仕様のみ）、TT-01各車
☆ボディ：フェラーリ F12tdf、SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、MOTUL AUTECH GT-R※1、
MERCEDES-AMG GT3、RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、PETRONAS TOM'S RC F
（OPウイング、他車種用ウイング使用可能）
☆モーター/ESC：タミヤブラシレスモーター…TBLM-02S（10.5T）/
タミヤブラシレスESC…TBLE-01S、02S、03S
☆バッテリー：タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)
☆ギヤ比：7.15以上（タミヤ製他車種用スパーギヤの使用も認められます。
）
☆最低重量：1,350g以上
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
☆タイヤ/ホイール：タミヤ製ミディアムナロータイヤ/タミヤ製ミディアムナローホイール
☆その他：アルミダイレクトサーボホーンは使用できません。
ハイトルクサーボセイバーを使用して下さい。
TRFチャレンジャー（○）の参加は認められません。
※1…58625 MOTUL AUTECH GT-Rのみ使用可能です。
58501・58488 SUMO POWER GT NISSAN GT-R、58412 XANAVI
NISMO GT-R (R35）は使用できません。

◇Group. A ツーリングカー

St Championship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：TB-05、TA07、TB EVO.7、TB EVO.6各車、TA06MS、TB-04、TA06、
XV-01TC、
TT-02各車（オンロード仕様のみ）、TA05Ver.Ⅱ、TB-03、TT-01各車
☆ボディ：SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、
フェラーリ F12tdf、MERCEDES-AMG GT3、新型NSX、
マツダ RX-7、
トヨタ 86、
NISSAN GT-R（R35、R34、R33）※1、SUMO POWER GT NISSAN GT-R、SUBARU BRZ※2、
トヨタ スープラ、三菱ランサーエボリューションX、
フォルクスワーゲン ゴルフ24、
スバル インプレッサ WRC 2008、
Honda シビックSiR（EG6）、スズキ SX4 WRC（OPウイング、他車種用ウイング使用可能※3）
☆モーター/ESC：タミヤブラシレスモーター…TBLM-02S（15.5T）/
タミヤブラシレスESC…TBLE-01S、02S、03S
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、7.2Vカスタムパック、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
☆ギヤ比：7.15以上（タミヤ製他車種用スパーギヤの使用も認められます。
）
☆最低重量：1,400g以上
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
☆タイヤ/ホイール：タミヤ製ミディアムナロータイヤ/タミヤ製ミディアムナローホイール
☆その他：アルミダイレクトサーボホーンは使用できません。
ハイトルクサーボセイバーを使用して下さい。
TRFチャレンジャー（○）、2ndチャレンジャー（●）の参加は認められません。
2ndチャレンジャー解除（☆）の参加は認められます。
※1…58623 NISSAN GT-R
（R35）
、
58605 ニスモ R34 GT-R Z-tune、58604 NISSAN スカイライン GT-R（R33）が使用可能です。
※2…58545・58565 スバル BRZが使用可能です。
58543・58548 スバル BRZ R&Dスポーツは使用できません。
※3…ハッチバックタイプ・OPウイング取り付け位置指定の無いのボディにはボディパーツ付属以外のウイングの装着は認められません。
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◇Group. A ツーリングカー

☆小・中学生ドライバーのみ参加可能（チャレンジャー認定者を除く）

Jr. Championship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…15P/Aメイン…5P

☆シャーシ：TT-02各車（オンロード仕様のみ）、
TT-02 TYPE-S
☆ボディ：タミヤ製ツーリングカー用ボディ
（レガシィ使用不可）
（OPウイング、他車種用ウイング使用可能）
☆モーター：OP.983 ライトチューンモーター
☆バッテリー：タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）※貸出し用バッテリーも用意しております
（1人1本）
（充電可）
☆タイヤ/ホイール：SP.1023 ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ/タミヤ製ミディアムナローホイール
☆ギヤ比：70T/20T指定
☆最低重量：1,350g以上
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
☆その他：アルミダイレクトサーボホーン使用不可。
ハイトルクサーボセイバーを使用して下さい。
TRFチャレンジャー（○）、2ndチャレンジャー（●）の参加は認められません。
ハイスピードギヤセット使用時はSP.1215スパーギヤ
（70T)をご使用ください。
「コンデンサー」
「ブースター」の使用に制限があります。
車輌規則の追記事項2018をご覧ください。
☆ワールドチャンピオン決定戦ではレギュレーションを一部変更しての開催となります。
◇モーター…TBLM-02S（15.5T）指定 ◇アンプ…TBLE-02S、03S指定
◇タイヤ…47351 10本スポーク白 接着ファイバーモールドタイヤC（24mm/±0）

◇Group. C Mシャーシ

MAZDA Championship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：M-07 CONCEPT、M-05各車、
M-06各車
☆ボディ：マツダ デミオ、
マツダロードスター
（駆動方式不問）
☆ギヤ比：ピニオンギヤ20T指定
☆最低重量：1,250g以上
☆モーター：OP.983 ライトチューンモーター

1/10RC
MAZDA DEMIO

1/10RC
MAZDA ROADSTER

☆バッテリー：レーシングパック1600SP、7.2Vカスタムパック、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
☆タイヤ/ホイール：タミヤ製Mシャーシ用タイヤ/タミヤ製Mシャーシ用ホイール
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
☆その他：アルミダイレクトサーボホーン使用不可。
ハイトルクサーボセイバーを使用して下さい。
TRFチャレンジャー（○）、2ndチャレンジャー（●）、2ndチャレンジャー解除（☆）の参加も認められます。
「コンデンサー」
「ブースター」の使用に制限があります。車輌規則の追記事項2018をご覧ください。
☆ワールドチャンピオン決定戦ではレギュレーションを一部変更しての開催となります。
◇モーター…TBLM-02S（15.5T）指定 ◇アンプ…TBLE-02S、03S指定
◇バッテリー…タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）

