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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、昨年に引き続き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、
中学生までのドライバーが対象となる Jr. クラスは「MAZDA
ツーリングカー 3 クラス、M シャーシクラスの計 5 クラスを開催します。
として、マツダ株式会社様に協賛を頂き、参加選手全員に
「MAZDA3」
ボディのプレゼントも行われます。今年も
Jr. championship」
2019 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、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、皆様の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 2018 年タミヤ GP ワールドチャンピオン決定戦において、MAZDA 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 M-Sports championship での代表権は獲得出来ません

2018 年タミヤ GP ワールドチャンピオン決定戦において、TRF championship クラスで決勝 A メインを走行した選手は、今年は
TRF championship での代表権は獲得出来ません。

●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：BUGGYRA FAT FOX、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-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
BUGGYRA FAT FOX

☆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）。
OPウイング、他車主用ウイングの使用は一切認められません。
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。
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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、TA07MS、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：MAZDA3、
フォード マスタングGT4、
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-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。

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、TA07MS、
TT-02各車（オンロード仕様のみ）、TA05Ver.Ⅱ、TB-03、TT-01各車
☆ボディ：MAZDA3、
フォード マスタングGT4、
トヨタ ガズー レーシング WRT/ヤリス WRC、
フェラーリ F12tdf、
SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、MERCEDES-AMG GT3、新型NSX、マツダ RX-7、
トヨタ 86、
NISSAN GT-R（R35、R34、R33、R32）※1、SUMO POWER GT NISSAN GT-R、
SUBARU BRZ※2（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-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…NISSAN GT-R
（R35）
、
ニスモ R34 GT-R Z-tune、
NISSAN スカイライン GT-R（R33）、HKS ニッサン スカイライン GT-R Gr.Aが
使用可能です。
※2…スバル BRZが使用可能です。
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。

◇Group. A ツーリングカー
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☆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）

MAZDA 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/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-02S、03S
またはOP.779 GTチューンモーター/ブラシモーター用ESC
☆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。
☆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。
◇ボディ…MAZDA3指定 ◇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

M-SportsChampionship

★獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：M-08 CONCEPT、M-07 CONCEPT（M-06各車、M-05各車は使用不可）
☆ボディ：
◯M-08…フォルクスワーゲン タイプ2（T1）、
NSU TT イェーガーマイスター、マツダ ロードスター、
フォルクスワーゲン ビートル、
アルファロメオ ジュリア スプリントGTA、
NISSAN シルビア（S13・S15）、マツダ SAVANNA RX-7、ルノー アルピーヌ A110
◯M-07…シトロエン 2CV チャールストン、
マツダ デミオ、
アルファロメオ MiTo、
フィアット 500
GoPro モンスタースポーツ スーパースイフト、Honda バラード スポーツ 無限 CR-X PRO.
☆モーター：
◯M-08…OP.779 GTチューンモーター
◯M-07…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）
☆ギヤ比：ピニオンギヤ20T指定
☆最低重量：1,250g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Mシャーシ用タイヤ/タミヤ製Mシャーシ用ホイール
☆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。
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レ ギ ュ レ ー シ ョ ン のご あ んな い
自慢のマシンで仲間や家族と一緒に楽しめる、日曜日開催の
「タミヤRCカーグランプリ」。開催クラスもジュニア・女性
ビギナー・ミドルドライバー対象で仲間とワイワイ楽しめる
「ツーリンググランプリ」、
コミ
ドライバー限定の
「JJグランプリ」、
カルな走りとバギーブームを彷彿とさせるフォルムが人気の
「コミカルバギー」…などなど多彩なクラスを開催します。昨
年から規定が変更になっている箇所も多数ありますので、
クラスの名称だけで判断せず、
しっかりとレギュレーションをご
確認の上でレースへのご参加をお願いいたします。

全ク ラス 共 通レ ギ ュ レ ー シ ョ ン
●マシンのパーツは全てタミヤ製に限ります。他社製のパーツは使用出来ませんので、事前に取り外しておいて下さい。パーツや各シャーシ対
応のOPパーツは説明図の指定以外の方法では特別な記載が無い限り使用できません。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。
サーボ保護のために、
サーボにはキット付属のサーボセイ
バーやSP.1000 ハイトルクサーボセイバーなどを使用して下さい。
ダイレクトサーボホーンは特別な記載が無い限り使用できません。
●ステアリングアシストシステムTGU-01は記載のあるクラスにのみ使用可能です。同様の効果を発揮する他社製品（ジャイロ）の使用は認め
られません。
また、受信機一体型も同様に使用は認められません。
●タミヤ製以外のサーボ、
ブラシモーター用ESC（アンプ）、受信機、
プロポの使用は認められます。
●使用可能なキャパシターやコンデンサーの種類と個数が制限されます。詳しくはタミヤHP内「タミヤグランプリ車輌規則の追加規定」
を必ず
ご確認ください。
また、受信機コネクターに差し込むタイプは今まで通り一切認められません。
●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。バッテリー側のコネクター交換は認められません。
タイヤへのグリップ剤の塗
付やタイヤウォーマーの使用も認められません。
●モーターとESCのハンダ等による直付け配線は禁止です。付属のギボシやヒートシンク効果のない各種コネクターを使用して下さい。
●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車輌規定に準じます。

グランプリ
☆対象選手：ジュニア
（小・中学生）
ドライバー、
女性ドライバー※1

◇Group. A ツーリングカー
☆獲得タミヤGPポイント：上位3名…5P

☆シャーシ：TT-02各車、
TT-01、TT02B
☆ボディ：TT-02、
プラズマエッジII
TT-01…指定無し※2 TT-02B…ネオスコーチャー、デュアルリッジ、TT-02B MS、
☆モーター：OP.983 ライトチューンモーター※3
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆タイヤ/ホイール：TT-02、
TT-01…タミヤ製タイヤ/ホイール（ツーリングカー用）TT-02B…キット標準など※4
☆ギヤ比：キット標準※5
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可

開

TOYOTA G 催会場によっては
AZO
TGR JJグラン O Racing（TGR）様協賛
プリ として
の
開催します
!!

※1…タミヤGPポイント40ポイント以上の選手は、
応募者多数の場合は抽選の対象となる場合があります。
※2…タミヤ製ツーリングカー用ボディが使用可能です。
ただし、
レガシィB4ボディは使用できません。
※3…基本的には、
モーターは各自でご用意して頂きますが、
会場にレンタルモーターも用意しておりますので、
お気軽にご参加下さい。
※4…キット標準のスクエアスパイクタイヤやデュアルブロックタイヤなど、
適合する4WD用ホイールの使用が認められます。
※5…TT-02
（スパー70T/ピニオン22T）
TT-01（スパー61T/ピニオン19T）TT-02B（スパー70T/ピニオン17T）をキット標準とします。
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◇Group. A ツーリングカー

ツーリンググランプリ

☆獲得タミヤGPポイント：上位3名…15P

☆対象選手：初心者、
中級者ドライバー※1
☆シャーシ：タミヤ製ツーリングカー
（下記ギヤ比表記載のシャーシ）
☆ボディ：タミヤ製ツーリングカーボディ※2
☆モーター：OP.1392 FLチューンモーター
☆バッテリー：レーシングパック1600SPまで※3
☆ギヤ比：下記ギヤ比表参照
☆最低重量：制限無し
☆タイヤ/ホイール：タミヤ製ツーリングカー用タイヤ/ホイール※4
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可

※1…タミヤGPポイント40ポイント以上の選手、
TRFチャレンジャー、2ndチャレンジャーの選手はエントリー出来ません。
※2…レガシィB4ボディは使用不可。
※3…カスタムパックやレーシングパック1600SP、
タミヤ製LF-6.6V
（2300/2200/1600）
が使用可能。
※4…タミヤ製ツーリングカー用タイヤ指定。
ナロータイヤも使用可能
（ナローホイールとの組合せで使用して下さい）
。
※5…OP.1500 ハイスピードギヤセットを使用して下さい。
※6…47320 ブラシモーター用アルミプレートを使用して下さい。
OP.983 ライトチューンモーターとタミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）の組合せも使用可能です。

【ツーリンググランプリ】公認シャーシギヤ比表
シャーシ

スパー ピニオン ギヤ比 シャーシ

TB-05
63T
TB-04
66T
TB EVO.7
66T
TB EVO.6（MS） 66T
TRF419※6
116T

22T
22T
22T
22T
29T

7.16
7.50
7.50
7.50
7.40

TA07
TA07MS
TA06（MS）
TA05 Ver.Ⅱ
TRF418

スパー ピニオン ギヤ比 シャーシ

スパー ピニオン ギヤ比

64T
105T
68T
70T
116T

68T
61T
68T
68T
112T

TRF ツーリング

☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

18T
27T
20T
19T
29T

7.31
7.19
7.38
7.57
7.40

TT-02※5
TT-01
FF-03・04
XV-01TC
TA05 VDF2

24T
21T
24T
24T
31T

◇Group. A ツーリングカー
☆獲得タミヤGPポイント：優勝…25P/Aメイン…5P

☆シャーシ：TRF419各車、
TA07MS、TRF418、TB EVO.7、TB EVO.6各車、TA07、TB-05、TA06（MS）
☆ボディ：タミヤ製ツーリングカーボディ※1

☆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-03S
☆バッテリー：タミヤ製LF-6.6V
（2300/2200/1600）
☆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
☆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：1350g
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…レガシィB4ボディは使用不可。
アルミダイレクトサーボホーンの使用は認められます。

7.37
7.55
7.37
7.37
7.42

2019-9

◇Group. B フォーミュラ

フォーミュラグランプリ
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

☆獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…5P

☆シャーシ：TRF103、
TRF102、TRF101、F104各車（フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい※1）
☆ボディ：タイプ2017ボディ指定
（F104 PROII付属品または、
SP1602、SP1603、SP1604※前後ウイングも含む）
☆モーター：OP.1176 フォーミュラチューンモーター
☆バッテリー：タミヤ製LF-6.6V
（2300/2200/1600）
☆タイヤ/ホイール：タミヤ製F104用ゴムタイヤ指定
※カーペット路面開催時はタミヤ製F104用スポンジタイヤの使用も認められます。
☆ギヤ比：4.50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：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…F104W、
F104WGP、TRF101W付属のフロントサスアームは使用出来ません。それぞれのパーツの互換使用は認められます。

MAZDAチャレンジカップ
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

◇Group. C Mシャーシ
☆獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…10P

☆シャーシ：M-08 CONCEPT、
M-07 CONCEPT、M-05各車（M-06各車使用不可）

☆ボディ：マツダ デミオ、
マツダ ロードスター、
マツダ SAVANNA RX-7、
ユーノスロードスター
（駆動方式不問）
☆モーター/バッテリー：OP.1392 FLチューンモーター/レーシングパック1600SPまで
OP.983 ライトチューンモーター/タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）
☆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
☆ギヤ比：M-08：ピニオン20T
M-07・05：ピニオン18T
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
上位３名に記念品がマツダ株式会社様から贈られます。
☆参加者全員に参加賞と、
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◇Group. D バギー

ミドルバギーグランプリ
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

☆獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…5P

☆シャーシ：DT-03、
DT-03T、DT-02、TT-02B、DF-03、DF-02
☆ボディ：DT-03
（T）
…アクロショット、
ネオマイティフロッグ、
レーシングファイター
ファイターバギーSV、
タイタン レーストラック、
デューンバギー、
DT-02…RCバギー・くまモンバージョン、
ホリデーバギー、
ネオファルコン、
サンドバイパー、
デザートゲイター、
スーパーファイターG/GR
プラズマエッジII、
TT-02B MS
TT-02B…デュアルリッジ、ネオスコーチャー、
アバンテMk.II、
キーンホーク
DF-03※1…ダークインパクト、DF-03 MS、
プラズマエッジ、
ライジングストーム、
グラベルハウンド
DF-02…エアロアバンテ、
☆モーター：OP.983 ライトチューンモーター※2
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆タイヤ/ホイール：キット標準タイヤ/キット標準ホイール※3
☆ギヤ比：DT-03…19T

DT-02…17T TT-02B…70T/17T DF-03…82T/25T※4 DF-02…70T/17T

☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…DF-03Raは使用できません。
※2…基本的には、
モーターは各自でご用意して頂きますが、
会場にレンタルモーターも用意しておりますので、
お気軽にご参加下さい。
※3…ワイドグルーブドタイヤ、
スクエアスパイクタイヤ、
デュアルブロックタイヤ等の使用も認められます
（ハイデンシティ不可）
。
※4…OP.922 05ピニオンギヤ(23T、
25T)を使用して下さい（05モジュールのためご注意下さい）。

◇Group. E トラック

トラックレーシング
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

☆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：BUGGYRA FAT FOX、
TEAM HAHN RACING MAN TGS、TEAM REINERT RACING MAN TGS※1
☆モーター：OP.983 ライトチューンモーター
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆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）
タイヤインナーの装着不可
☆ギヤ比：TT-01 TYPE-E…61T/19T、
TT-02…70T/22T
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…ボディ付属の樹脂パーツ類は、
説明図の記載の取りに必ず装着して下さい。
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コミカルバギー
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

◇Group. F コミカル
☆獲得タミヤGPポイント：優勝…25P

☆シャーシ：WR-02CB
☆ボディ：コミカルホーネット、
コミカルグラスホッパー※1
☆モーター：OP.929 ダートチューンモーター
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆タイヤ/ホイール：キット標準の組み合わせ指定
（ソフトタイヤ54865、54866使用可能）
☆ギヤ比：ピニオンギヤ20Tまで使用可能。
☆最低重量：制限無し
（おもりの搭載は一切禁止）
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…タミヤ製ドライバー人形を必ず搭載して下さい
（改造は認められます）。
キャラクター人形等の搭載は不可。
前後ホイールアクスルはキット標準もしくは、
リヤにOP.847以外は使用できません。

6X6グランプリ
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

◇Group. G 6X6
☆獲得タミヤGPポイント：優勝…25P

☆シャーシ：G6-01
☆ボディ：ダイナヘッド、
コングヘッド、
キングイエロー
☆モーター：OP.929 ダートチューンモーター
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆タイヤ/ホイール：説明図記載の組合せ※1
☆ギヤ比：ピニオンギヤ20Tまで使用可能。
☆最低重量：制限無し
（おもりの搭載は一切禁止）
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…ボディとタイヤ/ホイールの組合せは、説明図に準じます。説明図に記載されていない組合せでの使用は認められません。
4WS仕様での走行も可能です（他社製4WS機能付きプロポとそれに対応したRCメカが必要）。
ダイナヘッドはハブリダクションユニットを取り外しての走行も可能です。
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◇Group. H クラシック

クラシックバギー
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

☆獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…5P

☆マシン：スーパーアスチュート、
マンタレイ
（2018）
、
ビッグウィッグ
（2017）
、
グラスホッパーII
（2017）
、
イグレス
（2013）
、
スーパーホットショット
（2012）
、
アバンテ
（2011）
、
アバンテ
（2011）
ブラックスペシャル、
ブーメラン
（2008）
、
ホットショット
（2007）
、
ノバフォックス、
マイティフロッグ、
ワイルドワンオフローダー、
ホーネット、
グラスホッパー※1
☆モーター：OP.779 GTチューンモーター、
540-SHモーター
☆バッテリー：レーシングパック1600SP、
タミヤ製LF1600-6.6V使用可能
7.2Vカスタムパック、
☆タイヤ/ホイール：キット標準タイヤ/キット標準ホイール
（樹脂色違いは使用可能）
☆ギヤ比：25T
（スーパーアスチュート）
アバンテブラックスペシャル、
イグレス）
、
22T（アバンテ、
20T（マンタレイ）
グラスホッパー、
グラスホッパーII、
ワイルドワンオフローダー、
マイティフロッグ）
18T（ホーネット、
ブーメラン、
ホットショット、
スーパーホットショット、
ノバフォックス）
、
15T(ビッグウィッグ、
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
※1…全車種、
復刻モデルが対象となります。
オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着は認められます。
ダンパー追加や自作パーツの使用、
デュアルブロックタイヤ等の現行タイヤ・ホイールの使用も認められます。
2WDバギーモデルに限り、

◇Group. I T3-01

ライダーグランプリ
☆対象選手：制限無し
（どなたでも参加出来ます）

☆獲得タミヤGPポイント：優勝…20P/Aメイン…5P

☆マシン：デュアルライダー、
ダンシングライダー
（T3-01シャーシ）
☆モーター：キット標準370モーター、
OP1860 370スポーツチューンモーター
☆バッテリー：単3形電池4本またはタミヤLF-1100 6.6Vレーシングパック(M)
☆タイヤ/ホイール：
【フロント】
キット標準形状タイヤまたは54836、
54841/キット標準形状ホイール
【リヤ】
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
☆ギヤ比：ピニオンギヤ26T指定
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用不可
タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。
サポートアームの取り外しや固定方法については制限はありません。
LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。
受信機、
ESCはメカデッキ（C7、C13部品）の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着してください。
B4部品は無加工で説明図の記載通りに装着してください（走行による磨耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは不可）。
組み立ては説明図に準じ、
対応するOPパーツの使用が認められます
（リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能）
。
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タミグラ☆フレッシュ
☆対象選手：タミヤGP参加経験5回程度の方

◇Group. ★ フレッシュ
☆参加ポイントのみ付与されます。

☆シャーシ：タミヤ製電動RCカー
（タムテックギヤ、
ダンシングライダー、
スターユニット等も使用可能）
☆ボディ：使用シャーシに対応する、
タミヤ製電動RCカーボディ
☆モーター：キット付属540モーター、
OP.983 ライトチューンモーター
☆バッテリー：タミヤ製バッテリー
☆タイヤ/ホイール：キット付属、
もしくは使用シャーシに対応するタミヤ製タイヤ/ホイール
☆ギヤ比：キット標準、
もしくはドライバーが扱いきれる程度のギヤ比
☆最低重量：制限無し
☆ステアリングアシスト・センサーユニットTGU-01：使用可能
タミグラ☆フレッシュはレースではありません。
タミヤGPを体験して頂く走行イベントで、
お気に入りのマシンでコースを走り、
レースのドキ
ドキ感をお楽しみ下さい。
マシンの制限もほとんどありませんので、最新 GTマシンから、
フォーミュラーカー、往年のバギーマシンまでタミヤ
製電動 RCカーならどんなマシンでも参加 OKです。同時に様々なマシンが走るため、速度域もそれぞれ異なります。
そのため順位の表彰
は行いませんのでお気軽にご参加下さい。
ご家族でイベントに参加し、
お付き添いのお連れ様がちょっと参加する場合や、昔から憧れだっ
たマシンをついに手に入れたので参加してみる方、RCを始めたばかりのジュニアドライバーなどタミヤGP 参加経験 5 回程度までの方な
らどなたでもご参加頂けます。走行スキルも様々な方が参加するため、走行中にマシン同士が接触する事もございます。補修部品の供給
が終了している様ないわゆるレア物マシンでのご参加はあまりオススメ出来ませんが、
それでも...という方は十分ご注意の上でご参加下
さい。
その他、
ご不明な点はタミヤグランプリ係までお問い合わせ下さい。

☆タミヤグランプリ・タミヤRCカーグランプリ参加の注意事項☆
●2019 年 4 月から参加費として男性（大学生以上）1000 円、男性（高校生以下）500 円、女性 500 円いただいております。一部のクラ
スは参加費無料でご参加いただけます。詳しくはエントリー用紙をご確認ください。
●参加できるマシンはタミヤ製 RCカーに限られます。各クラスのレギュレーションに記載のシャーシが使用可能です。記載以外のシャーシ
は使用出来ません。
●参加するクラス1クラスにつき1 台のマシンが必要です。1 台のマシンを複数の方や複数のクラスで共有する事は出来ません。
●マシンは基本的に説明図の通りに組み立てて下さい。オプションパーツ等を使用する場合はそのパーツの説明図に沿って組み立てを
行って下さい。特別な記載がある場合を除き、他車種用のパーツの流用は出来ません。
●マシンのスペアパーツ、オプションパーツはタミヤ製を使用して下さい。
●特別な記載がある場合を除き、RCメカ類（プロポ・受信機・サーボ・ブラシモーター用アンプ）はタミヤ製以外も使用可能です。
●バッテリーの加工は一切禁止です。
コネクター交換等の修理の際はカスタマーサービスにご相談下さい。
●走行中にマシンが破損する場合もございます。スペアパーツ等は予めご準備頂いた上でご参加下さい。
●参加エントリーは締切り日までにタミヤグランプリ係に到着する様に送付して下さい。期日を過ぎた場合はエントリーをお受けできない
場合がございます。
●特別に記載のある場合を除き、郵送でエントリーの際は 164 円分の切手が必要になります。忘れずに同封して下さい。タミヤRC 取り扱
いの模型店からのエントリーも可能です。その際は切手は不要となりますが、参加のご案内は模型店に届きますので、
レース前までに忘
れずに模型店に取りに行く様にして下さい。
●エントリーの際に前回エントリーした時から住所等が変更している場合は、エントリー用紙にご記入頂けると、データの引き継ぎがスムー
ズに行えますので、
ご協力をお願いします。
●エントリーを受理された方には「参加のごあんない」を同封した封筒を送付致します。
「参加のごあんない」にはレースや会場に関する
案内を記載してありますので、イベント前までに必ずお読み下さい。封筒は忘れずに会場にお持ち下さい。
●イベントはほとんどの場合は７時頃〜１
７時頃まで行われます。一日過ごすためのイス、マシンをメンテナンスする場合はテーブル、屋外
の会場の場合は日よけのためのタープやテント、パラソルをご準備下さい。タープやテント等を設置する場合は風で飛ばされない様に、
必ずオモリを付けた上でご使用下さい。
●夏の時期の屋外でのイベントでは熱中症になる可能性があります。十分な水分補給、日陰での待機を行い、前日の睡眠は十分に取り、
事故のない様にご注意下さい。
●会場内ではお財布・携帯電話等の貴重品は各自で自己管理してください。
●イベント中の模様は静止画、動画によって撮影され、印刷物やホームページ等タミヤが関係する各メディアで公開される事がございま
す。
ご了承の上ご参加下さい。イベントの模様は後日タミヤホームページ内で、イベントレポートという形で公開しております。写真掲載
希望の方は会場でスタッフにお気軽にお問い合わせ下さい。
●レギュレーションについてご不明な点は事前にタミヤグランプリ係にお問い合わせ下さい。イベント中にご不明な点がございましたら会
場にいるタミヤスタッフにお気軽にお問い合わせ下さい。

