
KYOSHO マスターズ in JAPAN  2015  

参加の皆様へ 
 
この度は「 KYOSHO マスターズ in JAPAN 2015」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。 
 

開催日 ： 平成 27 年 7 月 18 日（土）・19 日（日） 

受付開始時間 ： 両日 8：00～8：30 締切り  ※エンジン始動はアナウンスがあるまで禁止。 

会 場 ： 青森県青森市岡町宮本 87-26 （至五所川原線） 

  Blue Wood Buggy Course （ブルーウッドバギーコース） 

  http://amerikann4373.wix.com/bluewoodbuggycourse 

クラス ： スポーツクラス / エキスパートクラス 

参加費 ： ２日間参加スポーツクラス/エキスパートクラス ￥4,000 

  ※19（日）のみ参加の場合も同額となります。 

  ※懇親会とのセット価格 １クラス１人￥9,000 
 

○競技内容 

＜レギュレーション＞  
今大会は「AKA 製 IMPACT インパクト」及び完成済みフルセット付属のタイヤのみ使用可能といたします。 

1/8 クラス・・・ JMRCA1/8 オフロードカー規定に合致した京商インファーノに限ります。 

 

＜レース＞      

予選・・・ エキスパートクラス／インビテーション：5 分間の周回レースを３回 

  スポーツクラス：3 分間のベストラップレースを３回 

決勝・・・ 勝ち上がり全員決勝 
   

＊計測には皆様にご用意頂いた AMB製マイポンダーを使用いたします。 
 

○会場についての注意事項 

1．パドックには選手用のテント・テーブル・イスのご用意はございません。各自必ずご持参下さい。 

会場には 100V 電源をご用意しておりますが、延長コード等は各自ご持参をお願い致します。 

 

2．大会期間中は、会場にて看板商品「鶏ごぼう津軽揚げ」など軽食の販売があります、 

どうぞご利用ください。（メニュー：やきそば、おにぎり、たこ焼き、から揚げ 等） 

 

○レース以外のお楽しみ 
本イベントはインファーノユーザー様とワークスドライバーの交流を第一に考えたものとなっております。 

レース以外にも恒例の大抽選会や、また、お買い得な販売市も実施予定です。 

また、前日には懇親会を予定しております。詳細は別紙をご覧ください。 

 

○スポーツクラス/エキスパートクラスにご参加の方へ 
エキスパートクラス上位 2名及び、スポーツクラス優勝の選手の方はインビテーションクラスのグランドファイナル 

レースへ参加できる勝ち上がり方式となっております。京商ワークスドライバーに挑戦するチャンスです。 

 

○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、大会に関することでご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。 



KYOSHO マスターズ in JAPAN 2015  

懇親会参加の皆様へ 
 
「KYOSHO マスターズ in JAPAN 2015」懇親会に参加申込みをいただき誠にありがとうございます。 

 

今年で 12 年目を迎える京商マスターズ IN JAPAN。年に一度のひと時を各地から集まるインファーノ

ユーザーの皆さんで語らっていただきたく この度、企画させていただきました。 

この機会を是非ご利用いただき、普段はなかなか話せないＫＹＯＳＨＯワークスのメンバーや他県の

情報交換ならびに同じインファーノ仲間とのひと時をお楽しみください。 

 

●懇親会費用について 

7 月 18 日レース受付時にエントリーフィーと共にパーティー券とお引き換えにお支払いください。 

【前夜懇親会とのパック料金】 

１クラス１人￥9,000 

懇親会のみの参加 ￥6,500 

 

日時：2015 年 7 月 18 日 19:00 より 

懇親会会場： ホテルアベスト青森（ウェディングプラザアラスカ） 

    青森県青森市新町 1-11-22 TEL.017-723-2233 

受付 18：30 より 19：00 会場            http://www.hotelabest-aomori.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京商（株） ＲＣカーグループ内 ＫＹＯＳＨＯマスターズ実行委員会  

TEL 046-229-4461 

 

 



 

8:00 レース受付開始

プロポとエントリー費をご持参のうえ、受付コーナーにお越し下さい。

※エントリーフィー：１クラス\4,000／懇親会込み\9,000

9:00 練習走行　（フリータイム）

12:00

13:00

　スポーツクラスの予選ラウンドは3分間のベストラップ方式を採用致します。

　ヒートは練習走行と同様です。

＊スタート３０秒前のコールで一旦、ピットに戻って下さい。

＊スタートはスタッガー式です。

＊予選1回目はカーゼッケン順のスタートです。

＊スタートはピットロードよりスタートして下さい。

14:20 ＊助手は１名までといたします。

14:30

　スポーツクラス及びVEクラスの予選ラウンドは3分間のベストラップ方式を採用致します。

　 ＊コースオープン・スタート２分前のコールでコースインして下さい。

＊スタート３０秒前のコールで一旦、ピットに戻って下さい。

＊スタートはスタッガー式です。

＊このラウンドは予選1回目の順位結果順にスタートします。

＊スタートはピットロードよりスタートして下さい。

16:00 ＊助手は１名までといたします。

大会初日終了

17:00 コースクローズ

懇親会参加されます皆様は、開宴15分前には会場にお越し下さい。

18:30 懇親会受付開始

19:00～ 懇親会スタート

会場へ到着されましたら、専用駐車スペースへお車を移動願います。

第12回 京商マスターズ2015 IN 青森　タイムスケジュール
7月18日（土）

予選1回目スタート（５分間周回レース）

＊練習走行は混走となります、走行には充分ご注意ください。

＊操縦台は１０名までとさせていただきます。譲り合ってお使いください。

＊セッティングにお悩みの方は気がねなく、KYOSHOワークスにお尋ねください。

予選2回目スタート（５分間周回レース）

＊レースはスポーツクラス→エキスパートクラス→インビテーションクラスの順にて進行

＊レースはスポーツクラス→エキスパートクラス→インビテーションクラスの順にて進行



 

8:00 レース受付開始

プロポとエントリー費をご持参のうえ、受付コーナーにお越し下さい。

※前日受付の終わっている方は結構です。

※1クラス￥4,000

8:30 集合写真撮影 /大会挨拶/ ドライバーズミーティング開始

9:00 練習走行　（フリータイム）

10:00

10:20

　スポーツクラスの予選ラウンドは3分間のベストラップ方式を採用致します。

＊コースオープン・スタート２分前のコールでコースインして下さい。

　 ＊スタート３０秒前のコールで一旦、ピットに戻って下さい。

＊スタートはスタッガー式です。

＊このラウンドは予選2回目の順位結果順にスタートします。

＊スタートはピットロードよりスタートして下さい。

＊助手は１名までといたします。

11:40 終了

12:30 決勝レーススタート（スポーツ/エキスパート 1/2ファイナルまで）

＊1/2ファイナルまでは助手は１名までといたします。

14:00 終了

14:10 スポーツクラス　グランドファイナルスタート　　※20分間周回レース

＊助手は2名までといたします。

14:30 エキスパートクラス グランドファイナルスタート　※20分間周回レース

＊助手は2名までといたします。

終了

15:10 インビテーションクラス グランドファイナルスタート　※20分間周回レース

＊助手は2名までといたします。

15:40 表彰式＆抽選会スタート

レース進行状況によってはスケジュールが変更となる場合があります。

　 　

人数 ヒート数

27名 4

19名 3

9名 1

55名 8

クラス

合計

インビテーションクラス

スポーツクラス

エキスパートクラス

＊決勝レース時間は1/2ファイナルまでは10分間の周回レース

予選3回目スタート（５分間周回レース）　

＊決勝レースの流れは、別紙の「決勝レース進行表」を参照願います。

会場へ到着されましたら、専用駐車スペースへお車を移動願います。

決勝レース組み合わせ

第12回 京商マスターズ2015 IN 青森　タイムスケジュール
7月19日（日）

＊レースはスポーツクラス→エキスパートクラス→インビテーションクラスの順にて進行

＊練習走行は混走となります、走行には充分ご注意ください。

＊操縦台は１０名までとさせていただきます。譲り合ってお使いください。

＊セッティングにお悩みの方は気がねなく、KYOSHOワークスにお尋ねください。



12：30スタート

　計７名

　 　

　

12：50スタート

13：10スタート

　 　

　

　 　

13：30スタート

　

13：50スタート

　 　

　

　 　

14：10スタート

　

14：30スタート

　 　

　

15：10スタート

第12回 京商マスターズ2015 IN 青森　決勝レース進行表

1

※決勝レースの進行は、参加人数の変更等により、順序が変更となる場合がございます。

　 変更が生じた場合は、会場にてアナウンス致しますので宜しくお願い致します。

2

4

3

5

6

7

8

１/４ファイナル１０分間

１/２ファイナル１０分間

１/４ファイナル１０分間

１位～３位勝上り

１位～３位勝上り

１位～３位勝上り

インビテーションクラス

予選順位２２位～２８位

予選順位１５位～２１位と

勝上り３名　計１０名

エキスパートクラススポーツクラス

１/８ファイナル１０分間

勝ちあがり３名　計１２名

予選順位１５位～２1位と

勝上り３名　計１０名

インビテーション９名

グランドファイナル２０分間

インビテーションクラスへ

勝ち上がり

グランドファイナル２０分間

１/２ファイナル１０分間

予選順位８位～１４位と

勝上り３名　計１０名

予選順位１位～７位と

グランドファイナル２０分間

１位～３位勝上り

勝上り３名　計１０名

予選順位８位～１４位と

勝上り３名　計１０名

1位・２位の選手は

１位～３位勝上り

1位の選手は

インビテーションクラスへ

勝ち上がり

予選順位１位～７位と

勝上り３名　計１０名


