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EPクラスは全メイン8分間の周回レース。
エンジンクラスはBメイン以下10分間、決勝Aメインは15分間の周回レース。

(EPバギー ジュニア&レディースクラスは予選3分間、決勝5分間)
※各メイン、上位3台勝ち上がり

P.4ページを参照
開催日・開催地

種　目

各大会ともAM8:00受付(事前エントリー申し込みが必要)
※受付時間は会場により変更となる場合があります。

受付時間

個人戦：　一般 ¥2,000　女性及び中学生以下は無料
※ガスパワーツーリング（チーム戦／個人戦）・・・ダブルエントリー不可。
※EPバギー（一般／ジュニア【小学生以下】&女性初心者）・・・ダブルエントリー不可。

エントリーフィー(参加費)

＜参加資格＞
競　技

代表権の獲得枠はＰ.3ページを参照
※会場までの交通費、宿泊費は各自ご負担ください。

ファイナルチャンピオンシップ代表権

特別レース

R/Cを趣味とする社会人および学生。平成30年以降でJMRCA主催の
全日本選手権本戦においてファイナリストとなった方はドライバーとして
の参加は出来ない(スポーツクラスを除く)。また、R/Cメーカー関係者の
方はエントリーをご遠慮ください。但し、プレス関係者の方は、先の条件
を満たしていれば参加することが出来る。
京商カップ代表権を獲得した後にJMRCA全日本でファイナルに出場し
た場合は、京商カップ代表権は有効とする。
＜メカニック（助手）＞
GPクラスのレース時は、当日各自メカニックとなる方と来場をすること。
走行後はコースマーシャルを義務付けます。
メカニックは選手同士で行っても構わない。

●決勝ＤメインからＡメインまでの間に、何らかの理由によりオフィシャル
　がレース続行不可能と判断し宣言した場合、レース成立の是非はオフィ
　シャルに委ねるものとする。
●レース中のピット作業(破損時の修理作業を含む)はレース時指定のピッ
　トエリア内で行うこと。
●自分の走行を終えたらコースマーシャルを行うこと。
●ファイナルチャンピオンシップの際、各レース時間に変更が生じる場合が
　ございますので、選手案内は必ず御確認下さい。

レース時間
【予選】 
5分間の周回レースを2ラウンド (EPバギー ジュニア&レディース初心者クラスは3分間)　
※スタートは横一列の一斉方式。

注意事項

【決勝Ｂメイン以下】
電動クラス　8分間の周回レース(EPバギー ジュニア&レディース初心者クラスは5分間)
※上位3台は勝ち上がり　
エンジンクラス　10分間の周回レース
※スタートはエンジンがかかった状態からのグリッドスタート。
※上位3台は勝ち上がり

【決勝Ａメイン】
電動クラス　8分間の周回レース(EPバギー ジュニア&レディース初心者クラスは5分間)
エンジンクラス　15分間の周回レース
※スタートはエンジンがかかった状態からのグリッドスタート。
●エントリー数により決勝レース時間は変更があります。

車種開催クラス 開催曜日

＜参加資格＞
個人戦：　一般 ¥2,000　女性及び中学生以下は無料

個人戦

コンクール・ド・エレガンス
土曜日開催のチーム戦、個人戦の中から1名（または、1チーム）、日曜日
開催のチーム戦、個人戦の中から1名（または、1チーム）レース前にそれ
ぞれボディのカラーリング審査を行い、コンクール・ド･エレガンス賞を選
出。審査対象ボディはレースで使用するものとする。

※スポット開催です。開催地区を事前にご確認ください。
インファーノGT2/GT3インファーノGT 土曜
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※2  インファーノGTクラスはスポット開催です。
※1  V-ONEシリーズはR4のみ使用可。

レース方式

個人戦

車種開催クラス 開催日
ガスパワーツーリング
インファーノGT

EP バギー
(ジュニア&レディース 初心者)

V-ONE (※1)/FW06

VINTAGE BUGGY 日曜

(※2) インファーノGT2/GT3

サンドマスター、NeXXt、
AXXE、モンスタートラッカー

スコーピオン2014 、ビートル2014
トマホーク、オプティマ 、ジャベリン、
ターボスコーピオン、ターボオプティマ

EP FAZER FAZER Mk２

オープン (※5) V-ONE (※1)/FW06
土曜

EP



参加車両は、走行中いかなる場合も当規定を満たしていなければならない。
ただし、特にオフィシャルが認めた場合を除く。

本レギュレーションブックの発行以降、該当車両に対するパーツ等が発売さ
れた場合、実行委員は審査の上、これを追加公認する場合がある。追加公認
の告知は弊社ホームページにて確認。

使用する燃料は各自ご用意下さい。
※給油はポンプ式のものをお使い下さい。フュールガンの使用は禁止。
※燃料は車検対象外。

マイポンダ、貸出ポンダ共に所定の位置へ装着すること。(P.06参照)

KYOSHO CUP 2019スポンサーメーカーに限る。27MHz帯はナローバン
ド対応プロポのみ使用可能(未対応プロポはあらかじめプロポメーカーに問
い合わせ、対応検定を受けること)。また、予備バンドは必ず用意すること。特
に40MHz帯を使用する場合は27MHz帯も使用出来るように準備すること。
レース進行において、バンド変更の指示が出された際、バンドを変更できない
場合、以降出走できない。
※2.4GHz帯のバンドを使用する際は、日本国内の基準に適合した物のみ使
用可能。

Ｔカーは２台まで認め、レース中は自由に交換できる。ただしメイン車両と同
じバンド(周波数)を使用する。また、Ｔカーも車検を受けること。

■車両規定の維持

■指定パーツ追加の告知について

■Ｔカー(予備車両)

■使用プロポ

■トランスポンダ(計測装置)

■燃　　料

車検は練習走行、および各レース終了直後にも随時行う。車両規定において
直接目に見えない部分については、分解を指示する場合がある。車検を怠っ
た場合は警告またはペナルティを与える。また、レース進行中の車検にて新
たな車両規定違反が発覚した場合は厳重注意または前出走レースの成績
減算(悪質または度重なる場合は全レースの成績無効)等の処置をとる。

■車　　検

■スペアボディ

■規定違反への処置

■本大会参加によるレギュレーションへの同意

■建設的なご意見・ご提案

■大会期間中に撮影された写真の著作権について

■雨天時

■注　　意

スペアボディの枚数制限は行わない。ただし、全て同塗装とする。スペアボディ
は車検場に預け、交換の際は車検場に申告すること。スペアボディのピット持
ち込みは禁止します。使用したボディはスペアも含めて車検を受けること。車
種変更を希望の場合はレース中は不可だが、それ以外で再車検を受ける事で
その使用を認める。

規定違反については、主催運営側の独自の判断にて確認を行う。他選手(ま
たはチーム)が特定選手(またはチーム)の規定違反を申し出ても受け付けな
い。主催運営側は規定違反とみなした選手(またはチーム)に対し厳重注意ま
たは前出走レースの成績減算(悪質または度重なる場合は全てのレース成績
無効)等の処置をとる。なお、処置決定後はその処置について該当選手(または
チーム)/他の選手(またはチーム)ともいかなる意義申し立ても取り上げない。

本大会に来場参加する選手(またはチーム)は、当レギュレーションブック受領
後、実行委員会に対しブロック大会出場の申し出を行った時点より、本大会
のレギュレーション全てに同意したものとし、開催中の主催運営側に対する
競技内容・レギュレーションに関する一切の意義申し立てを行わないものと
する。

今後のレースをより充実させるための参考材料として、書面に限り参加ブロッ
ク戦の終了後、随時お受けします。なお、これによりブロック戦の結果が後日変
更されることはありません。また、電話では一切受け付けてはおりません。

大会開催時に撮影された写真の著作権については京商（株）に帰属します。
予めご了承ください。

■オフィシャルの権限
参加者はレース全般において発生した不測の事態での判断・決定権は全てオ
フィシャルにゆだねる事とする。

レースは小雨決行とする。エンジンカークラスは小雨決行のため防水対策を
しておくこと(Ｐ6参照)。荒天時にはやむをえず中止とすることがある。この場
合該当大会からのグランドファイナル進出チームの選定は行わない。

●大会中の事故、ケガおよび盗難等に関して、主催者は一切責任を負わない。
　特にレース中は各自の責任において充分に注意すること。万一のためにも
　ラジコン保険への加入を推奨する。
●操縦台及びピットエリア内は禁煙です。タバコは所定のエリアでお願い　
　します。
●参加者エントリー多数の場合は抽選で参加者を選出させていただく場合
　があります。また、参加エントリーが著しく少ないクラスに関しましては、大
　会前にキャンセルする場合がございます。併せてご了承願います。

今年で26年目を迎える同大会は、過去R/Cカーレースとしては初の社
会人選手権「KYOSHO CUP」としてスタートしました。その結果、
R/Cモデルが大人のスポーツとして社会的認知を得、さらにホビーと
しての地位向上を獲得することに寄与してきました。それはR/C専門
誌にとどまらず、各種新聞や一般雑誌での記事の多さにもあらわれて
います。ことに報道時のチーム紹介に際し、企業名や組織名が織り込
まれていることが、一般読者のいっそうの興味をそそったのは間違い
ありません。また、勤務先を冠にしたチームが報道された結果、「社内
でのR/Cに対する理解が向上した」「会社の公認サークルとして補助
が得られるようになった」「会社や上司がスポンサードしてくれるように

なった」といったうれしい成果も報告されています。この事実をご留意
の上、ぜひR/Cモデルの社会的地位向上のためにも、皆様のチーム名に
所属組織の名前や学校名を織り込んでいただきますことをお願いいた
します。まだまだ“R/C＝おもちゃ”といった認識のされ方が目立ちます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

同一名称チームは末尾にアルファベットを差別化してください。
例) 京商(株)Ａ、京商(株)Ｂ、京商(株)Ｃ
また、実在しない部署名等も認められません。

チーム名の規定について(お願い)
■チーム名の登録は、メンバー皆様の勤務先、学校名などの所属組織名でお願いします。

■防水対策としての自作部品
防水を目的とした自作部品(エアクリーナーや受信機のカバー)ならびに、
P.06を参考とした加工は禁止しない。ただし、オフィシャルがウエットレース
を宣言した場合に限る。
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シャシー

エンジンヘッド

ホイール

マニホールド

エンジン

マフラー
タイヤ

※指定パーツ以外のキット標準パーツは全て使用可

ボディ

エアクリーナー

フライホイール

燃料タンク

トヨタ MR-S GT300 2007 〈39288〉
Acura NSX 〈39213B〉

P.14参照

レクサス SC430 2010 〈39298/39298LW〉
Toyota Supra 〈FAB158〉

GAZOO Racing TOYOTA86 〈39299〉
Audi R8 LMS 2015 〈39215〉

ボディのカットは取扱説明書、車両規定に従うこと。
※オープンクラスは、TOYOTA86〈39299〉ボディのみ使用可能。

SPクーリングヘッド＆インナー

京商及びR246より発売の

無加工で使用。

GXR15V 〈74016V〉
GXR15 〈74016〉
OS12TGシリーズ
※OS12TG SPORTは使用不可。
　ターボプラグの使用は認める。
※OS12TG VerⅢの使用は認める。
　ターボプラグの使用は認める。
※YURUGIX 12TG MAX-12TG Ver.3
　No.YE 12001

※YURUGIX 12チューンドサイレンサー
　No.YE 12002

京商、OSから発売されているものを

無加工で使用。
京商、OSから発売されているものを

KCスリックタイヤシリーズ
重量
ボディを含む燃料を全て
抜いた状態で1,650g以上。
(トランスポンダー含む)

〈92018S/M/H〉

各種スポークホイール。

※OS TGシリーズについてはTG12用に限る。
〈R246-4001〉 〈R246-4009〉

V-ONE R4シリーズ

エアクリーナー 〈92023〉

フライホイール           

〈VZ414〉 

 〈VS057〉
　

※OS12TGの場合、OSより発売されている
　ものを無加工で使用可。 〈72412000〉

○サーボ・受信機・受信機用電源・スイッチ（ABSシステム・ジャイロ等含む） ○燃料
○ビス・ワッシャー・ナット・シム・スペーサー類 ○マフラーステー、ジョイント用ストラップ類○ダンパースプリング

○サーボホーン ○ベアリング・軸受けメタル類 ○グリス・ダンパーオイル類 ○ブレーキリターンスプリング ○スロットルリンケージ
○ストラップ類（燃料チューブホルダー含む。ボディピン・燃料キャップの取手・リコイルスターターの延長にも使用可） ○アンテナパイプ
○ボディキャッチピン ○タイヤインナー ○グロープラグ ○ロッド類○燃料チューブ・燃料フィルター車検対象外部品について

※右記のパーツは車検時に審査の対象外とする。

※下記指定パーツ以外の装着に関しては、京商純正パーツ（無加工）に限ります。
　最新パーツ及び、その他情報を京商ホームページにてご確認ください。

〈VZW442-01〉

SUBARU IMPREZA 〈39214〉　

〈VZW229-229-01〉



















バッテリー
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ボディ

シボレー コルベット C6-R 2007

シボレー コルベット C7.R (GT2/1546-40)
No.612061B

アウディ R8 LMS

ホイール
京商製品に限る。

KE25・GXR28
ORION製21クラスエンジン
SIRIO S24Tエンジン

OS製 MAX-21XZ-B

MAX-21XR-B
MAX-21XZ-B verⅡ

MAX-21VG
MAX-21 XR-B VerⅡ

○サーボ・受信機・受信機用電源・スイッチ（ABSシステム・ジャイロ等含む）
○サイドガード
○燃料 ○マフラー排気処理

○ビス・ワッシャー・ナット・シム・スペーサー類 ○マフラーステー、ジョイント用ストラップ類

○サーボホーン ○ベアリング・軸受けメタル類 ○グリス・ダンパーオイル類 ○ブレーキリターンスプリング ○スロットルリンケージ
○ストラップ類（燃料チューブホルダー含む。ボディピン・燃料キャップの取手・リオイルスターターの延長にも使用可） ○アンテナパイプ
○ボディキャッチピン ○タイヤインナー ○グロープラグ ○燃料チューブ・燃料フィルター

タイヤ
KCスリックタイヤシリーズ
（IGT003-45 / IGT003-55)

シャシー　　　
インファーノGT2シリーズ、GT3

エンジン

※インファーノGTクラスはスポットレースとなります。
　上位2名、好きな個人戦クラスに参加可能。

※下記指定パーツ以外の装着に関しては、京商純正パーツ（無加工）に限ります。
　最新パーツ及び、その他情報を京商ホームページにてご確認ください。

指定パーツ以外のキット標準パーツは全て使用可

車検対象外部品について
※右記のパーツは車検時に審査の対象外とする。

マフラー
京商またはOSから発売されているものに限る。
排気をボディ外に出す改造を認める。

バッテリーバッテリー

ダッジチャレンジャー

IGB152 IGB159

IGB160
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【レギュレーション】
（1） 京商カップ2019 スポンサーメーカーのみ使用可。
（2） 使用するバッテリー、モーターに適合するスペックである事。

● コネクターの交換は可。ただし、分解、改造、FET交換（変更）は一切禁止。
● ラベルが剥がれたり、著しい汚れ等によりメーカー・型番が読めない物は使用できません。
● 京商カップ2019スポンサーメーカーの製品でレギュレーションに合致する商品
　  で有っても、製品に貼られているラベルの表記が不十分である物は一切使用できません。 
● 上記以外に発火、発煙の恐れが伴う危険な使用及び設定はご遠慮願います。

【注意事項】

■KYOSHOの対象商品
KA-18 E.S.C. 
ボルテックスWP Brush 45A
KA-16H E.S.C ユニット
パーフェックスKA-15L(リポ対応) 

＜82242＞ 
＜82243/S＞
＜82239H＞
＜82232L＞

※サンドマスター・NeXXt・AXXE標準装備品
※サンドマスター2014モデル以降の標準装備品
※コブラ・ダートホグ標準装備品

上記記載のE.S.C.（スピードコントローラー）の使用は認められる。
上記以外に次のレギュレーション（全て）を満たしているE.S.C.の使用も認められる。

公認スピードコントローラー

EP バギージュニア/レディースクラス 公認 ESC　





拡大

2５

プラズマLmクラス チーム戦 
ビンテージバギークラス指定

EPバギークラス指定モーター

※その他のアイテムはKYOSHOホームページ(www.kyosho.com)よりご確認ください。

No.36219 ¥1,800 (税抜)
SPナイフエッジリーマー

穴の拡大、成型に威力発揮。滑らかで鋭い切削を実現。
No.80165 ¥900 (税抜)
クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm)

GP系汎用アクセサリーエンジンカーのプラグや
フライホイールの交換など便利なレンチ(5.5mm 
/7mm/8mm/10mm)。
スペアプラグホルダー付。

No.36275 ¥900 (税抜)
Kyoshoチームドライバーデカール

No.80460 ¥16,000 (税抜)
ピットボックスDX

No.80461 ¥6,800 (税抜)
ピットボックス

No.70702 ¥1,800 (税抜)

540クラス Gシリーズモーター 
G27シングル

No.82232L ¥8,000 (税抜)

パーフェックスKA-15Lバック付き
FETアンプ(リポ対応)

No.37051 ¥6,800 (税抜)

ル･マン 240S ESC
(60A/MAX 13.5ターン) No.37031 ¥10,000 (税抜)

ル･マン 240S ブラシレスモーター
19.5T

No.36218 ¥700 (税抜)
ダンパーピットスタンド

ダンパーの作業時に最適なスタンド。
全面のプレート部分がマグネットなのでビス等
の紛失を防止。
※写真のダンパー、ビスは含まれません。

No.FAT202SS ¥2,000 (税抜)

リヤタイヤ　　　　　　  
(スーパーソフト / 2pcs / インナー付）

トラクションがもっと欲しい滑りやすい路面で威
力を発揮。汎用性の高い2.2インチホイールに適合。

No.87823 ¥3,000 (税抜)
KYOSHOプロポバック

大切な送信機の携帯・保護に最適、内部には固定
用ベルトと移動可能なクッションブロック付属。
内部/外部に説明書収納ポジェッと付。

(ブラック) No.36228BK
(レッド)     No.36228R　　各 ¥1,600 (税抜)

メンテナンススタンド

メンテナンススタンド(低床タイプ)がカラフルに
リニューアル！ダンパースタンドや簡易ビス
ホールドマグネット付き！

(ブラック) No.80823BK
(レッド)     No.80823R　　各 ¥4,000 (税抜)

Big K 2.0 ピットマット 

シリコン素材の滑りにくいピットマット
サイズ : 1,200mm×600mm

(35T) No.PNGA4835
(36T) No.PNGA4836
(37T) No.PNGA4837
各 ¥900 (税抜)

ベルベットコートピニオンギヤ1/48

1/48ピッチのアルミ製ピニオンギヤ

No.82245        ¥4,000 (税抜)

KA060-91W ブラシ用防水ESC 60A
Sプラグ

M(1/10用) No.87614B　　¥7,500 (税抜)
KYOSHOキャリングバッグ

サイズ：300mm × 500mm × 450mm
L (1/8用) No.87615B　　¥8,500 (税抜)
サイズ：350mm × 550mm × 540mm
インナーBOXにプラスティック段ボールを採用。

(ブラック) No.36209
(レッド)     No.36209R　　各 ¥7,800 (税抜)

マルチスターターボックス2.0

ハイトルク550クラスモーターを2基装備。静音性
に優れたベルトドライブを採用。サイドワインダー
モデル、センターシャフトモデルの両方に対応。

No.80907　　　　　　　　　各 ¥3,400 (税抜)
SPEED HOUSE 

バッテリーの充電ミスを防ぎ、適切な保管をする為
のバッテリー残量計。 ほとんどのLiPo/LiFeと、受信
機用NiCd,NiMHバッテリーに対応出来るので
EP/GPユーザーにお薦め。 1～7セル LiPo/LiFe ＆ 
4～8セル 受信機用NiCd/NiMHバッテリーに適合。

エレクトラロングスパークブースター2.0
(ORION 2200付)　No.36240S　¥2,600 (税抜)

No.36215 ¥1,800 (税抜)
スパークブースター2.0
(ORION 2200付)　No.36216S　¥2,600 (税抜)

No.36219P ¥2,000 (税抜)
SPナイフエッジリーマープラス

ボディの穴空け作業に便利な、径の目安となるメモリ付。

サイズ：340mm × 240mm × 160mm

No.FAT202S ¥900 (税抜)
リヤタイヤ (ソフト/2pcs)

Dirt Hog用スペアパーツ

No.36219

No.36219P No.36240S

No.36215 / 36216S

アクセサリー

マルチバッテリーチェッカー

フューエルポンプ
No.96424 ¥1，500（税抜）

GPフューエルスターターパック
No.73205 ¥4，800（税抜）

プラズマLmクラス チーム戦 
ビンテージバギークラス 4WDクラス指定

 
ビンテージバギークラス 2WDクラス指定

No.37032 ¥10,000 (税抜)
ル･マン 240S ブラシレスモーター
15.5T
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