
第 40 回 2015 京商グランプリ  

参加の皆様へ 
 
この度は「第 40 回 2015 京商グランプリ」への参加お申し込み誠にありがとうございます。 
大会当日の詳細、ご案内事項等は下記の通りとなります。 

 

※今回、エントリーされた選手は全て受理いたしました。これに伴い予定していた練習走行がキャンセルとなります。

参加される選手の方は予め了承の上ご参加願います。 
 

開催日    ： 平成 27 年 12 月 19 日（土）20 日（日） 2 日間開催 

受付開始時間 ： ＡＭ 8：00 から 8：30 まで（時間厳守でお願いします）  

 12 月 20 日（日）受付は AM 8：00 から 8：15 まで 

会 場     ： 神奈川県愛甲郡愛川町角田梅沢 1147  

                     サガミ堂 RC レーシングトラック  

  参加費 ： GT2 クラス：￥2000 

 ： 1/10 クラス：￥2000   ※両クラス：中学生以下、女性は無料 

 

 

● 会場駐車スペースについて 
  会場に到着され、機材を下ろされましたら速やかに指定の駐車スペースに移動して下さい。 

  今大会はサーキットコントロールタワー（操縦台）裏手の畑のスペースもご利用頂けます。 

  ※詳細は会場・駐車場案内をご確認ください。 

   

●【車両規定】 

1/8GP インファーノ GT2 クラス 

・車両  ：京商から発売のインファーノ GT2 シリーズに限る。 

・ボディ ：カットラインは取り扱い説明書に準ずる。ウインドウは運転席、助手席のカットラインは認める。

燃料給油口直径 40mm、プラグヒート用 25mm、ニードル、アンテナ、マフラー穴は最低限にて認

める。※上記に反している場合はテープによる修復は認める。 

・エンジン  ：KE25、GXR28、ORION21、SIRIO24、OS 製 MAX-21XZ-BverⅡ、MAX21-XZ-B 

          MAX21-XR-B、MAX21VG に限る。（マフラーは OS製、京商製の使用は認める） 

・タイヤ  ：インファーノ GT 用、IGT-003-45、IGT003-55 

・ホイル  ：京商製品に限る。（インナースポンジは自由） 

・燃料  ：自由 

・その他パーツ  ：車両規定以外のパーツは京商製品であれば使用は自由。 

1/10GP ツーリングクラス・スポンジタイヤクラス 

・車両  ：メーカーは自由 

・車両規定 ：JMRCA の規定に準ずる。 

・グリップ剤  ：使用可 

・燃料  ：自由 

1/10GP ツーリングクラス・ゴムタイヤクラス 

・車両  ：メーカーは自由 

・車両規定       ：エンジン・ボディ・タイヤ・マフラーは KYOSHO CUP ピュアテン GP クラスに準ずる。 

・燃料  ：自由（支給は致しません） 

 



 

全クラス共通 

・車検対象外 ：RC メカ、燃料チューブ、フィルター類、ビス、ワッシャー、リンケージロッド、マフラージョイント、

サーボホーン、グロープラグ、ストラップ、ダンパースプリング。 

 

【レース内容】 

予選 ：5分間の周回レースを4回行いベストラウンドが予選結果となる。各ヒートのスタート順は予選

1ラウンド目はゼッケン順、予選２ラウンド目からは前のヒートの速い順となります。操縦台に上

がる順番は自由。スタート位置はピットエリアからのスタート。 

決勝         ：予選結果上位より 7 名にて組み分けを行い上位 3名が勝ち上がり最大 11 台走行。 

             各クラス B メインまでは 10 分間の周回レース、A メインは 20 分間の周回レース。操縦台に上

がって頂く順番はゼッケン順となります。スタートはグリッドスタート。 

                ※決勝は全員決勝です。予選落ちはありません。 

 

＊計測には AMB製マイポンダーを使用いたします。各自必ずご準備下さい。 

※今大会は参加人数の都合上、練習ラウンドは行わず、予選ラウンドから開始致します。予めご了承願います。 

 

● 競技に参加するにあたり 
・ コースを走行するマシンは必ずカーゼッケンをフロントに 1 枚、両サイドに 1 枚、合計 3 枚貼り付けてください。

フロントに貼る際は、フロントウインドウに貼ってください。 

・  全レーススタートは「コースオープン」のコールから走行を開始してください。ここからスタート 2 分前のコール、

スタート 30 秒前のコールで全車ピットに戻りスタートとなります。決勝レースはグリッドスタートとなります。 

・ 予選レースにおいて後ろから自分より速いマシンが来たら、速やかにインを空けるようにお願いします。また、

後ろから抜く方も後ろから追突することのないようご注意下さい。 

・ 決勝レースにおいては、同一周回の場合のブロックは正当となります。その際も接触のないクリーンなレースを

お願いします。乱暴な走行をされた場合は「バットドライビング」のペナルティが科せられます。 

・ トランスポンダーの装着不都合や脱落による未計測に対する救済はございません。 

・ プロポ管理は各自パドックで行って下さい。自分以外のレースでは絶対にスイッチは入れない様十分注意して

下さい。 

・ スタート時のフライングはピットストップ、ショートカットの場合は 1 周減算のペナルティが科せられる場合がある

のでご注意下さい。 

また、万が一少しスタートラインを越えてしまった場合は、周りのマシンが全車スタートした後に、後方からスター

トすればペナルティは科しません。 

・ 天候によってレースを中断する場合がございます。その判断は全てオフィシャルにて行います。もし途中で中断

する場合、レースの成立は予選 1 ラウンド終わっていれば成立となります。 

・ 計測トラブルが発生した場合は再レースを行います。 

・ 選手やオフィシャルに対しての暴言は禁止となります。 

 

● コースマーシャル 
・ コースマーシャルは参加選手に行って頂きます。自分の出走レースが終了したらコースマーシャルをお願いしま

す。１ヒート目のコースマーシャルは最終ヒート選手がお願いします。 

 

● 車検について 

・ 予選では各ヒートの上位 4台の車検を行います。決勝では上位 3台が車検となります。 

・ 車検コーナーにマシンを持ち込む際は、ボディピンを外して来て頂くようご協力願います。 

 

● 会場についてのお知らせ 
  会場にはピットスペースが完備されておりますが、席数に限りがございます。お車でご来場頂く選手の 

方には、ピットテーブル及びイスをご持参頂きますよう宜しくお願い致します。(全スペースイスはありません) 

喫煙は所定の場所にてお願いします。 

  ※その他：会場の利用規定をお守りください。 



● レース以外のお楽しみ 
協賛メーカー各社様のグッズ等の販売も予定しています。また、レース参戦だけでなく、交流も第一に考えてお

りますのでお楽しみください！ 

またレース終了後にも恒例の大抽選会も開催致します。 

 

●タイムスケジュール  ※当日のエントリー数、進行により変更になる場合があります。 

■12 月 19 日（土） 

8：00～8：30 受付（時間厳守にてお集まりください） 

8：30～  競技説明、集合写真（エンジンスタートは 9：00 より、時間前は厳禁） 

9：00～11：10 予選１ラウンド（レース順インファーノ GT→1/10 スポンジ→1/10 ゴム） 

11：20～13：30 予選２ラウンド １ラウンド目のタイム順にスタート。 

           ランチタイム 

13：50～16：00   予選３ラウンド 2 ラウンド目のタイム順にスタート。 

            1 日目終了 

 

■12 月 20 日（日） 

（レース順：インファーノ GT→1/10 スポンジ→1/10 ゴム） 

8:00～8:15 受付（2 日目より参加の選手のみ） 

9:00～11:10 予選４ラウンド ３ラウンド目のタイム順にスタート。 

（エンジンスタートは 9：00 より、時間前は厳禁） 

  インターバル 

11;20～12:05 決勝 F メイン（10 分間周回レース） 

12::00～12:55 決勝 E メイン（10 分間周回レース） 

13:00～13;45 決勝 D メイン（10 分間周回レース） 

13:50～14:35 決勝 C メイン（10 分間周回レース） 

14:40～15:25 決勝 B メイン（10 分間周回レース） 

15:30～16:45 決勝 A メイン（20 分間周回レース） ※レース順：GT2→1/10 スポンジ→1/10 ゴム 

16：50～17：20 表彰式、抽選回 

            終了 

※レース内容等は天候により変更となる場合があります、予めご了承ください。 

 

●その他 

大会期間中の事故、ケガ、盗難等に対しまして主催者は責任を負いかねます。各自充分注意して下さい。 

その他ご不明なことがございましたら、下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

お問い合せ：京商株式会社ユーザー相談室 

第 40 回京商グランプリ実行委員会 

受付時間 月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 

13:00～19:00 TEL 046-229-4115 


