
JMRCA 電動ツーリンクグ・カー オープンクラス全日本選手権 

 

JMRCA  2022 年度 

 1/10 スケール・電動・ツーリング・カー 

オープンクラス全日本選手権 
☆ 主  催 

 日本モデル・ラジオコントロール・カー協会 (略称・JMRCA） 

☆ 競技運営 

   JMRCA 本部 

☆ 大会正式名称 

 JMRCA 令和 4 年度 1/10 スケール・電動・ツーリング・カー・オープンクラス 全日本選手権 

☆ 主  旨 

 
本選手権によって厳正に全日本チャンピオンを選出すると同時に、この機会を通じ模型愛好者だけでなく、広く一

般的にも技術を極めた模型の素晴らしさをアピールし、模型文化の発展の一端に寄与する事を目的とする。 

☆ 期  間        *タイムスケジュールは暫定です、変更する場合もありますのでご注意ください 

 10 月 22 日(土)・・・受付、開会式、ドライバーズ・ミーティング 練習・CP・予選 

 10 月 23 日(日)・・・練習後、各メイン決勝、表彰式、閉会式 

☆ 場  所 

 埼玉県 飯能市： グリーンパークスピードウェイ 

 
〒357-0046 埼玉県飯能市阿須 469-4 グリーンパークスピードウェイ 

TEL 050-3651-1647   URL https://ameblo.jp/greenparkspeedway/ 

☆ 競  技 

 JMRCA 競技規則に基づき行われる。 

☆ 種  目 

 
JMRCA 規定による、1/10 スケール・電動ツーリング・カー・オープン・クラス (JMRCA 競技規則・第 14 章)  詳細

は JMRCA ホームページ参照のこと http://www.jmrca.jp/ 

☆ 参加資格 

① JMRCA の会員であること 

② スーパーエキスパートクラスとのダブル参加は不可 

☆ 参加費 

 選手 1 名につき・・・・・￥12,000 (タイヤ代金別途) 

☆ 申し込み 

 

1，先行申込は JMRCA ホームページ内の下記 URL より申込をお願いします。※この申込は先着順の申込です 

「EP ツーリングスーパーエキスパート・オープンクラス先行申込」より必要事項をご記入下さい。 

※両クラス合計 100 名の先着順にて締切らせて頂きます。 

※エントリーを受理された選手には返信メールにて ID 番号をお送りします。 

※先行申込は右記の URL よりお入り下さい  https://ws.formzu.net/fgen/S60310264/ 

2，本申込 

※返信メールを受け取った選手は順次本申込を各支部より行って下さい 

※参加者は 8/22 までに申込書に必要事項を記入し、参加費、必要書類を添えて各支部あてに申込下さい 

※先行申込時にお送りしたお客様 ID 番号の記載を忘れずにお願いします 記載がない物は無効となります 

※欠員があっても繰上げはありません 

締め切り期日までに申込みが到着しない場合は、出場資格は認められません 

☆ 受付け 

 
参加申込締め切り後、申込人数に応じ、タイムスケジュールを作成します。 その後、受付受理者の機材リストをホームページ

に発表します。 申し込み住所は正確に記入すること。 大会受付け時は、会員証を必ず持参すること 

 

日本モデル･ラジオコントロール･カー協会 

 



JMRCA 電動ツーリンクグ・カー オープンクラス全日本選手権 

JMRCA １/10 電動・ツーリンング・カー 

オープンクラス 

2022 年度全日本選手権 

 大会参加申込書 ( 10 月 22-23 日開催 )  

      本協会の会則、競技規則および大会概要、公示内容を遵守し、参加申込致します。 

□箇所にはいずれかにチェックを入れてください   申込日 2022 年   月   日 

所属支部 会員番号 入会状況 手続き状況 

支部 

 □新規 

□更新 

   月   日 

にて手続き済み 

事前お客様 ID（4 桁）

未記入は受付不可 

     新入会・会員カードがない場合は 3000 円 

入会済・会員カードがある場合は年会費 2000 円を納付してください 

氏 名 (漢 字) シ メ イ (カ タ カ ナ) 

                

年齢 住   所 

 〒 

電話 E-Mail 

ダイレクトトランスポンダーID 使用周波数 メイン 予備バンド 2 波 

       □2.4GHz  □27MHz  □40MHz 

27・40 メガを使用する場合は右欄にメイン 1、予備 2 波を記入 

   

下記に使用 RC カーのデータを記入してください 

全日本選手権出場車 

RC 装置 
送信機 ﾒｰｶｰ名 形式 受信機 ﾒｰｶｰ名 形式 

サーボ ﾒｰｶｰ名 形式 ESC ﾒｰｶｰ名 形式 

使用車 ﾒｰｶｰ名 ｼｬｰｼ ﾎﾞﾃﾞｨ ﾒｰｶｰ名 形式 

モーター ﾒｰｶｰ名 形式 バッテリー ﾒｰｶｰ名 形式 

参加費 12,000 円 

北海道 支部 〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条 14 丁目 1-22 (株)オーム模型  TEL 011-821-1367 FAX 011-832-1223  

東北支部 〒019-0513 秋田県横手市十文字町植田字志摩 117-1 テイクオフモデル内 TEL 0182-55-3022  E-mail  rctom@navy.plala.or.jp  

新潟支部 〒950-2172 新潟県西区内野上新町 13064-50  TEL 025-234-3533 FAX 025-201-65161 E-mail mailto:rc402speedway@gmail.com  

関東 甲信 中京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-8-9 東加ビル 3F コスモス 53 内 JMRCA 事務局 www.jmrcakanto.com 

北陸支部 〒921-8163 石川県金沢市横川 3-158 チャンピオン金沢模型 内 E-mail hokuriku.jmrca@nifty.com URL https://www.facebook.com/hokurikujmrca 

関西支部 〒799-0433 愛媛県四国中央市豊岡町豊田 277-5 RSK2 内 TEL0896-22-3163 E-Mail k2kido.kazuo@gmail.plala.or.jp 

中国支部 〒706‐0317 岡山県玉野市大藪 1045 ホビーショップオリオン内  TEL 090-1684-2239 

四国支部 〒761-1707 香川県高松市香川町東谷 9 番地 ホビーセンターSPK 店 TEL087-879-8445 FAX087-879-8446 hobbycenterspk@gmail.com 

九州支部 〒839‐0863 福岡県久留米市国分町 2063-1 中村模型内  TEL 0942-22-3225 FAX 0942-21-2827 E-Mail k-sta@kumin.ne.jp  
 

1，先行申込は JMRCA ホームページ内の下記 URL より申込をお願いします。※この申込は先着順の申込です 

「EP ツーリングスーパーエキスパート・オープンクラス先行申込」より必要事項をご記入下さい。 

※両クラス合計 100 名の先着順にて締切らせて頂きます。 

※エントリーを受理された選手には返信メールにて ID 番号をお送りします。 

※先行申込は右記の URL よりお入り下さい  https://ws.formzu.net/fgen/S60310264/ 

2，本申込 

※返信メールを受け取った選手は順次本申込を各支部より行って下さい 

※参加者は 8/22 までに申込書に必要事項を記入し、参加費、必要書類を添えて各支部あてに申込下さい 

※先行申込時にお送りしたお客様 ID 番号の記載を忘れずにお願いします 記載がない物は無効となります 

※欠員があっても繰上げはありません 

締め切り期日までに申込みが到着しない場合は、出場資格は認められません 

日本モデルラジオコントロールカー協会 JMRCA 

 


