
『ミニッツカップ』 開催スケジュール 『ミニッツミーティング』 開催スケジュール

※ オフィシャルサイト公開がレギュレーション最終決定になります。
　また、開催スケジュールは変更が生じる場合がございます。 

REGULATION

地区 会場名日程

関東
『箱根園・ホール』

『文化パルク城陽』内市民プラザ

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

京都府城陽市寺田今堀1番地

6月２4日(土) / 25日(日)

7月8日(土) / 9日(日)

12月2日(土) / 3日(日) 調整中

第1戦

関西第2戦

北海道
『ホビーショップタムタム・札幌店』

札幌市厚別区厚別西4条2丁目8-7　スーパーセンタートライアル厚別2階
9月16日(土) / 9月17日(日)第3戦

九州
『SSプラザせんだい』（薩摩川内市）

鹿児島県薩摩川内市平佐1-18
11月11日(土) / 12日(日)第4戦

中京第5戦

地区 会場名日程

京都
『WEST Mini-Z LINK』

京都市南区上鳥羽南中ノ坪103トーワマンション1F

山形県鶴岡市錦町2-21

4月15日(土) / 16日(日)第1戦

山形 『S-MALL（ARROWS山形SIDE-7）』5月20日(土) / 21日(日)第2戦

仙台
『ホビーショップタムタム・仙台店』

仙台市泉区松森後田45-1

『スーパーラジコン博多店』
福岡市博多区榎田2丁目3-1

8月19日(土) / 20日(日)

1月13日(土) / 14日(日)

第3戦

博多第４戦

EVO NOVICE

EVOノービス クラス
なし 土/日

MR-03VE PRO
MR-03EVO
MA030EVO

SPEED HOUSE
ニッケル水素電池
（No.71998）

MZ605→6T╳44T（AWDは15T╳31T）
　※ただし、I.C.S.によるモーター回転数変更は認めない。

京商製ミニッツレーサー用タイヤに限る。
ただし、ドリフトタイヤは除く。　※3　※4

※ファイナルチャンピオンシップ代表権獲得経験者で、
　Aメインファイナルに出場した選手は参加不可。

※Aメイン上位3名は次回から1年間、同クラスには参加不可。

EVO NOVICE
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ノービス クラス
※Aメイン上位3名は次回から1年間、同クラスには参加不可。

なし 土/日
SPEED HOUSE
ニッケル水素電池
（No.71998）

MZ9P／MZ9E→7T以下
MD009P（AWD/FWD）→17T╳31T / 15T╳31T

京商製ミニッツレーサー用タイヤに限る。
ただし、ドリフトタイヤは除く。　※3　※4

※ファイナル代表権獲得経験者は参加不可。

AW
DMA-030EVO

AW
D AWD クラス 日 MZ60４

　※ただし、I.C.S.によるモーター回転数変更は認めない。
　

O
PENMR-03VE PRO/EVO

O
PEN オープン クラス MZ604

　※ただし、I.C.S.によるモーター回転数変更は認めない。
　

土
京商製ミニッツレーサー用タイヤに限る。
ただし、ドリフトタイヤは除く。
※タイヤ外径は24.7mm以下とする。
※4

※6
京商製／R246製
ミニッツレーサー／
AWD用に限る。

SPEED HOUSE
ニッケル水素電池
（No.71998）

あり

あり

ミニッツカップの開催クラスとそのレギュレーションは、下記の表のとおり全7クラスとなります。
ミニッツカップ2023クラス別レギュレーション バッテリーに関して

●ブラシモーターの場合
X-SPEED MINI-Zモーターチェッカー(No.MZW124)を
ACアダプター使用にて測定。
【規定回転数】
■MZ9P/MZ9E/MD009P モーターセット
最高回転数：33000rpm
正逆回転数差：2000rpm

最高回転数が規定以上の場合には使用することができません。
モーターの回転数制限について

●ブラシレスモーターの場合
X-SPEED MINI-Zモーターチェッカー
(No.MZW124)をACアダプターで使用しKV値を測定。
【規定回転数】
■MZ606 (緑)
4550KV（このKV値以上の場合には使用できません。）
■MZ605 (青)
6200KV（このKV値以上の場合には使用できません。）
■MZ604 (赤)
9500KV（このKV値以上の場合には使用できません。）

クラス別指定ボディ

モーター&ピニオン 送信機バッテリー タイヤ・ホイール クラス／資格 シャシー開催日
ファイナル
代表権 ボディ ※2
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ワイドツーリング クラス

※上位3名は次回から1年間同クラスには
　参加できません。
※上位3名は次回から1年間同クラスには
　参加できません。

日
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ナローツーリング クラス 土

MR-03VE PRO / EVO
※1

指定ボディに限る。
※表右参照 ミ

ニ
ッ
ツ
カ
ッ
プ
公
認
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MZ606→7T以下╳44T
　※ただし、I.C.S.によるモーター回転数変更は認めない。

MZ605→8T以下╳44T
　※ただし、I.C.S.によるモーター回転数変更は認めない。
　

京商製ミニッツレーサー用タイヤに限る。
ただし、ドリフトタイヤは除く。
※タイヤ外径：スーパーローハイトタイヤ
(MZW40シリーズ)を使用の場合はフ
リー、その他は 2 3 . 0 mm以 上 、
24.7mm以下とする。

タイヤの逆履き(取付溝を外側へ配置して
装着)、フロントタイヤへのワイドホイー
ル・タイヤの使用は認めない。
　　　　　  　※3　※4

ファイナルチャンピオンシップ代表権について
ミニッツエンジョイラン／ノービスクラスを除く、全4カテゴリーの中から各地区大会にて、上位入賞を果たした選手にファイナルチャンピオンシップ代表権
が与えられます。
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ミニッツエンジョイラン 京商製ミニッツレーサー／AWD用に限る。アルカリ乾電池支給土/日なし
ミニッツRWD

MR-03/VE PRO/EVO
MA-020/VE PRO
MA-030EVO

ミニッツRWD
AWD(MA-020)

FWD

京商製／R246製
ミニッツレーサー／
AWD用に限る。

京商製ミニッツレーサー用タイヤに限る。
ただし、ドリフトタイヤは除く。　※4

ミニッツカップ
公認プロポ

※ファイナル代表権獲得経験者は参加不可。

ナローツーリングクラス

ワイドツーリングクラス

タイムを競うのではなく、マイペースな走行会を楽しみたいならエンジョイラン。コースでの走行経験が少ない人なら、ミニッツカップの大きなコースを1周するのも歯ごたえ十分！
ノービスクラスはデビューして間もない人が、ステップアップとして気軽に参加するのにオススメ！
ノービスクラスの決勝レースは、予選の結果で組み分けされた同レベルの参加者と争い、決勝レース全ての優勝者を表彰！

レースデビュー
に最適な3クラス

SPEED HOUSE
ニッケル水素電池
（No.71998）

※5

デビュー後に挑戦、
様々な4クラス

ミニッツのレースに馴れてきた。
もしくは、レースで自分のレベルを確かめてみたいというチャレンジャーの方にオススメ！

あり

あり

※1　
※2　
※3　

ナローツーリングクラスは、MR-03N(ナロー)-RM /MM /MM2シャシーとする。シャシー幅70mm以下。 ※MMLマウント(LM用デフシャフトを使用するもの)は不可。
日産シルビア(S13)と180SXが使えるクラスにおいて、無加工での組合せは可。フェラーリ458 GT2は使用不可。
タイヤの切削等の加工は認めない。タイヤ脱落防止の両面テープでの貼付は可。ただしテープの厚みはR246製テープ(R246-1041/R246-1042)を基準とし、1周までの貼付
とする。タイヤ外径は、フロントは最も小さいところ、リヤは最も大きいところの数値とする。車検において外径アップを目的とした貼付と判断した場合、1年間の出場停止とする。

コース上を汚す可能性のあるケミカル剤などの塗布を認めない。
【KYOSHO】 シンクロ KT-432PT/パーフェックス EX-5UR/シンクロ EX-6(R)/シンクロ KT-531P/Flysky製 Noble NB4/Futaba 4PM Plus
【KO】 EX-10 ユーラス/エスプリ4 ASF 2.4GHz/EX-1 ASF 2.4GHz/EX-2 MHS 2.4GHz/EX-RR/EX-LDT/EX-NEXT/MC-8　
【FUTABA】 7PX/7PXR/7XC/4PM/T10PX

※4
※5

●日産 フェアレディZ (Z33) ニスモ S-tune
●日産 スカイラインGT-R (R32/R33/R34) 
●日産 GT-R (R35) 
●日産 シルビアS13/S15 
●日産 180SX 
●日産 シルエイティ 
●マツダ RX-7 (FC/FD) 
●マツダ ロードスター 
●マツダ デミオ 
●スバル インプレッサシリーズ全種 
●スバル BRZ 
●スバル WRX STI 
●三菱 ランサーエボリューションシリーズ全種 
●トヨタ スプリンタートレノ AE86 
●トヨタ セリカ 
●トヨタ86 
●トヨタ GRスープラ
●トヨタ プリウスPHV
●ホンダ シビック タイプR
●ホンダ ネオクラシックレーサー 
●ルノー メガーヌR.S.

●レクサス SC430 2015 
●Honda NSX 
●Honda HSV-010
●Audi R8 LMS 
●Audi R8 LMS 2015/2016 
●McLaren 12C GT3 
●McLaren P1 GTR 
●McLaren F1 GT-R
●McLaren Senna GTR  
●シボレー コルベット ZR1
●シボレー カマロ ZL1 1LE
●メルセデス AMG GT3
●ダッジ チャレンジャー SRT ヘルキャット レッドアイ

ダブルエントリーについて
全クラス、土日を通じて1選手あたり2クラスまでエントリー可。 ミニッツエンジョイラン、ノービスクラスは土日での同クラスへのダブルエントリーのみ可。
※ダブルエントリーした両クラスに代表権がある場合、優先クラスに限り代表権を獲得できます。
　（代表権を獲得した選手は他の代表権争いを妨げない走行を心がけていただける場合に限り、それ以降のレースにも参加可能です。）

SPEED HOUSE 800HV単4
ニッケル水素バッテリー
（No.71998）に限ります。
※支給クラスを除く。

【ブラシレスモーターに関して】
エンドベルとモーター缶のつなぎ目は目視にて状態を確認
できるようにテープ等の貼り付けは禁止とする。
※車検にて一度分解したと判定したモーターや基準スペックから外れたモーターは使用できません。
※メーカー出荷状態を無加工で使用して下さい。

バッテリーに関して

2023


