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DRIVER DATE       

CIRCUIT

R
E
A

R

□ 0 mm
□ 0.25 mm
□ 0.5 mm
□ 0.75 mm
□ 1.0 mm
□ 1.25 mm
□ 1.5 mm
□ 1.75 mm
□ 2.00 mm

キャンバー角／Camber Angle

1 □

1.5 □

2 □

2.5 □

■ 環境／Place：□ インドア／Indoor　□ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track：□ アスファルト／Asphalt　□ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction：□ 高い／High　□ 普通／Medium　□ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation：□ フラット／Flat　□ バンピー／Bump
■ 気温／Temperature：　　 ℃　　■ 湿度／Humidity：　　 ％

スペーサー
Spacer
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

ローター／Rotor

進角
Timing

直径
Diameter

ホイール／Wheel

トラクション／Tire Treatment

塗り巾／Treatment Area

時間
Time

フロント／Front

タイヤ／Tireモーター／Motor

スパーギア
Spur Gear

ピニオンギア
Pinion Gear

ギア／Gearing

ウイング／Wing

直径
Diameter

ホイール／Wheel

トラクション／Tire Treatment

塗り巾／Treatment Area

時間
Time

mm

min

mm

min

リヤ／Rear

Left Right

送信機／Transmitter

受信機／Receiver

サーボ／Servo

ステアリング エキスポ
Steering Expo

ブレーキエンドポイント
Brake E.P.

スロットル エキスポ
Throttle Expo

送受信機／Radio Systems

セッティング／Setting

スピードコントローラー／ESC

車高
Ride Height mm

トレッド
Tread mm

mm

°
トー角
Toe Angle

リバウンド
Rebound

スプリング／Spring

メモ／Notes

メモ／Notes

車高
Ride Height mm

トレッド
Tread mm

mm
リバウンド
Rebound

ショック／shock absorber

ピッチ／Pitch
オイル
Oil

スプリング／Spring

ロール／Roll
オイル
Oil

サイドスプリング／Side Spring

Left Right

キャスター角／Caster Angle

6 □

9 □

12 □

アッパー
Upper

ロア
Lower

ワイド／Ｗｉｄｅ ナロー／Narrow

ワイド／Ｗｉｄｅ ナロー／Narrow

□ □

□ □

アッパー
Upper

ロア
Lower

□
□

□ トレール 4mm／Trail
□ インライン／Inline

リヤショック ポジション
Rear Shock Position

ライドハイト
Ride Height

□ 上／Top
□ 下／Bottom

穴位置
Hole Position

Front

Rear

ウイング／Wing

ポジション／Position

□
□

ポジション／Position

バッテリー／Battery

ダンパー長
Shock
　　　　mm

スペーサー
Spacer
　　　　mm

前
Front

ポジション／Position

後
Rear

ボディ／Body


	driver: [Toto Ebukuro]
	date: 2016.3.27
	place: indoor
	track: asphalt
	traction: high
	track situation: bump
	humidity: 40
	upper: widw
	lower: widw
	camber angle: 1
	caster angle: 6
	ti: traIL
	fnp: 1
	spacer f1: 0.5
	spacer f4: 0
	spacer f5: 0.5*
	spacer f3: 2
	circuit: [ラジコン天国　名古屋]
	toe angle: out 1.0
	temperature: 18
	shock: 62*
	spacer f2: 1
	spacer sf: 1.5
	spacer sr: 0
	height ad: 0.25
	hole position: bottom
	tread f: 185
	ride height f: 4
	ride height r: 4
	f rebound: 0
	r rebound: 0
	f notes: フロントウイングのサブフラップは非装着スプリング下のスペーサーはリバウンドが0mmになるように微調整
	r notes: 車高はバッテリー下、ロアブレース下、供に4mmリバウンドが0mmになるよう、ダンパー長とスプリングのテンションを微調整
	f spring: [Soft (YF-14SS)]
	shock oil: [#1000]
	roll oil: [#50K]
	shock spring: [Pink (YS-1280)]
	tread r: 190
	wing_F: [Montech (YR-FW)]
	wing_R: [Montech (YR-RW)]
	body: [Montech (YR-01)]
	tire_F: [Front XP (YR-27)]
	treatment_F: [激グリ]
	treatment_R: [激グリ]
	diameter_F: -
	diameter_R: -
	wheel_R: -
	wheel_F: -
	time_F: 3 
	time_R: 3 
	breake_EP: 100
	throttle_expo: 0
	steering_expo: 0
	receiver: SANWA  RX- 481
	servo: SANWA ERB-871
	motor: Racing Performer M221.5T
	tire_R: [Rear XP (YR-28)]
	rotor: [D12.5×d5.00 (RP-021)]
	transmitter: SANWA M12S
	timing: 45
	spur: 80
	pinion: 37
	crank1: 1
	crank2: 2
	r_eing_pos1: 2
	r_eing_pos2: 2
	body_posi_1: -
	body_posi_2: -
	battery: Racing Performer Ultra 5000 (RPB-50S)
	battery_posi: 横置き（標準）
	ESC: BL-SP3
	side spring: [Soft (R12-21SS)]
	ESC_set_01: [Power Curve : Liner]
	ESC_set_02: [Advance Timing : 0]
	ESC_set_03: [Turbo : -]
	ESC_set_04: [Acceleration : Highest]
	ESC_set_05: [Start Power : Lowest]
	ESC_set_06: [Start Current Limit : 5]
	ESC_set_07: [Current Limit : Off]
	ESC_set_08: [Neutral Width : Normal]
	ESC_set_09: [Speed Mixing Brk : 5]
	ESC_set_10: [Auto Brk Amount : 2]
	ESC_set_11: [Min Brake Amount : 3]
	ESC_set_12: [Max Brake Amount : 9]
	TA_FR_01: ‚Í‚¢
	TA_FR_02: ‚Í‚¢
	TA_FR_03: Off
	TA_FR_04: Off
	TA_FL_01: Off
	TA_FL_02: Off
	TA_FL_03: ‚Í‚¢
	TA_FL_04: ‚Í‚¢
	TA_RR_01: ‚Í‚¢
	TA_RR_02: ‚Í‚¢
	TA_RR_03: ‚Í‚¢
	TA_RR_04: ‚Í‚¢
	TA_RR_05: ‚Í‚¢
	TA_RL_01: ‚Í‚¢
	TA_RL_02: ‚Í‚¢
	TA_RL_03: ‚Í‚¢
	TA_RL_04: ‚Í‚¢
	TA_RL_05: ‚Í‚¢
	TA_FR_05: Off
	TA_FR_06: Off
	TA_FR_07: Off
	TA_FL_05: Off
	TA_FL_06: Off
	TA_FL_07: Off


