


YOKOMO DRIFT MEETING 2020 Round-112

■ 開催要項／競技規定

開催場所

つくばラジコンアリーナ　全天候型 ドリフトグランプリコース ※雨天の場合でも行います。
〒305-0861茨城県つくば市緑が丘4385-2　TEL029-836-0914
http://www.yatabearena.com
※雨天の場合でも行います。

開催クラス

●エントリー クラス／サーキット走行が初めての方やドリフト初心者向けのクラス。RWD、
AWDのどちらでもOK。初めての方でも、審査員の判断によりスポーツクラスへの昇格もありま
す。優勝者は、次回ラウンドよりスポーツクラスに昇格となります。

●スポーツクラス／ドリフトの操作に慣れてきた方向けのクラス。RWD、AWDのどちらでも
OK。優勝者は次回ラウンドよりエキスパート クラスに昇格となります。

●RWD エキスパート クラス／ドリフトに自信のある方向けのクラス。決勝進出者のうち上位3
名は、次回ラウンドよりRWD D1 ドライバーとして認定される。ただし参加人数が8 名以下の
場合は、D1 ドライバーとして認定されるのは1 名のみとなります。

●RWD マスターズクラス／RWD車のみ参加可能。45才以上の方が参加できるクラス。

●RWD D1 クラス／ヨコモ認定者のみが参加できるクラス。決勝は8名による追走トーナメン
ト方式で行います。

※2018年度より、新しく【RWD D1 クラス】が加わると同時に【RWD D1 クラス認定者】の
公認制度を開始する。RWD D1 クラス認定者の選出は、ドリフトミーティング Special Round 
2017 の、RWDワールド クラスの上位16名と、ドリフトミーティング（2016年、2017
年度開催）の、RWDクラスとRWDエキスパート クラス（RWDスポーツ クラスを除く）の上
位3名と、2018年度以後のRWDエキスパートクラスの上位3名と、RWDツインドリクラス
の優勝者（2名）を該当選手とする。
尚、2019年度と2020年度の中で開催されるドリフトミーティングに一度も参加（クラスを問
わず）の無い場合は、D1クラス認定を解除させていただきます。

※昇格のコールを受けた選手は、その周でヒートを終了とし、同ラウンドの昇格したクラスに組
替え、改めて予選走行を行って頂きます。

車両規定

●エントリー、スポーツ クラス（AWD又はRWD）
1. シャーシ：ドリフトパッケージ各種、YD-2またはドリフト レーサー（組立完成キット）。オ
プションパーツはヨコモ製とヨコモ公認ブランドの製品のみ使用可能。RWD車両のバッテリーは、
フロント アクスル軸とリヤ アクスル軸の間に搭載されていること。
2. モーター：ヨコモ製ドリフト用モーター 10.5T 以上のターン数のみ使用可。ブラシレスモー
ターを使用する場合は、ヨコモ製またはヨコモ取扱い製品のスピードコントローラーを使用する
こと。
3. 全備重量 (RWDクラスのみ ):1100g 以下（リアタイヤ部での計測時）。

● RWD エキスパート クラス ＆ RWD マスターズ クラス ＆ RWD D1 クラス
1. シャーシ : ヨコモ製ドリフト又はツーリングカーキットに限る。バッテリーはフロント アクス
ル軸とリヤ アクスル軸の間に搭載されている事。駆動システムはリヤ駆動の2WDのみ。
2. モーター : ヨコモ製又はリーディ製のモーターのみ。ターン数規制なし。
3. ESC: ヨコモ製又はヨコモ取扱い製品であること。
4. 全備重量 (RWD クラス ): 1100g 以下（リヤタイヤ部での計測時）。

●全クラスで共通の車両規定
1. ボディ （本体）ヨコモ製１/10サイズ、オンロード用スケールボディ各種のみ（YRF、RFコ
ンセプト、トレーラーヘッドは使用不可）。 
ボディはヨコモ製をベースとして、プラ板で自作したパーツの取り付け、ヨコモボディ（同一車種、
他車種でもOK）の一部を切り取り貼り付けや、パテ盛り等の加工を加えての改造は認められます
が、他社製ボディの一部切り取り貼り付けや、他社製エアロパーツの取り付け、ボディ本体すべ
ての自作は認められず禁止。
（本体以外）ウイングについては、ヨコモ製のみ使用可能（ウイングステーは、他社製市販品も使
用可）。キット標準品やヨコモ製を、加工して装着する事は認められますが、自作パーツの装着は
出来ません。また、ウイングの2枚重ねやヨコモ製であっても競技用ツーリングカーやオフロー
ドカー用のポリカーボネート製のものは使用出来ません。ウイング側面の翼端板（サイドダム）の
大きさは片側に付き縦4cm×横4cm以下に収まっている事。またボディ最後部より後ろ2.5cm
以上、ウイングの一部でもはみ出しではならない。電飾関係に付きましては、他社製でも自作で
も使用出来ます。
2. シャーシ：全長49cm以下（ボディ含む）。幅23cm以下、高さ15cm以下（車両は全装静
止状態で測定、ウイング／翼端板含む）、ホイールベースは28.5cm以下。オプションパーツは、
ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウェイト、サーボ、受信機、ボディピン、ボディ
マウント、ボディポスト、配線コード、ベアリング、スパーギヤ、ピニオンギヤに限り、ヨコモ
製又はヨコモ公認ブランド以外のパーツも使用可能。
3. タイヤ：指定コントロールタイヤ DRCドリフト コンペティションタイヤ（刻印入り）のみ。
大会当日1セット支給。指定コントロールタイヤの追加購入は可能（購入数制限なし）。改造や
加工は不可。
4. ホイル：ヨコモ製 1/10サイズ、オンロード用スケールホイル各種のみ（塗装可能）。改造
や加工は不可（TW-SS86、ディッシュホイル等は使用不可）。
禁止事項の例）ホイルの幅を狭める加工。スポークを切除する。切れ込みを入れてしならせて使用
する。
5. バッテリー：ヨコモ製バッテリー 全種類 使用可能。バッテリーはフロントアクスル軸とリヤ
アクスル軸の間のメインシャーシ上に搭載されていること。

 

6. その他：ジャイロの使用を全てのクラスで認めます。車両規定や競技についての突発的な問題
点等は、主催者側の判断とする。

●詳細 / その他
・グラファイト樹脂シャーシの品番：SD-002M ／ SD-002MG ／ SD-002MGL。
・ヨコモ公認ブランド：チームスズキ、レイスピード、アソシエイテッド、TN レーシング、チーム
ボンバー、Welc、XENON Racing、Panaracer、MIP、AXON、AME (T-Shox ダンパーのみ)、
URAS (エアロパーツのみ)、T&E (ホイルのみ)、ALEXIS (エンジンルーム キットのみ)、
ADDICTION (別紙パーツのみ)、RC-ART (別紙パーツのみ)。
・その他、イベントの運営に支障をきたすような行為があった場合は、走行をご遠慮いただく場合
がございます。
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準
基
査
審

事情によりやむなくコースレイアウトや審査基準を変更する場合がございますのでご了承ください。

審査基準
クリップポイントを通過することが審査対象の前提となります。
審査エリア内でのドリフトのラインや角度、振り出しの早さ、ドリフトの飛距離、車速などの要素を複合的に審査します。
又、安定感が高いかどうかも評価の対象となります。例えば複数が同じ最高得点を出した場合には、安定感の高い方が上位とな
ります。RWD エキスパート クラス、RWD マスターズ クラス、RWD D1 クラスは、ヨコモ コンピューター計測システム
“ YDS ”（ヨコモ ドリフト スコアリング システム）を使用しての審査となります。

審査員
MC：　○内山 英夫（ヤタベアリーナ）
○芹澤 勇久　○上野 高広 ○近藤 忠義

■ 競技規定

競技方式
クラス 予選方式 予選通過数 決勝方式

12/20（日）

エントリー

スポーツ

RWD エキスパート

RWD マスターズ

RWD D1

単走 3本

単走 3本

単走 3本

2分ルーレット 2分ルーレット

2分ルーレット 2分ルーレット

8台

8台

16台

8台

8台

追走トーナメント

追走トーナメント

単走 2本

■審査説明
●エントリークラスは、3クリップのみの審査となります。
●スポーツクラスは3クリップと4クリップの審査となります。
（エントリークラスとスポーツクラスは、ルーレット審査）
●他のクラスは、全てのクリップが審査対象となります。
（YDS審査は1クリップと2クリップで行います。）

1 クリップ
（YDS）

2 クリップ
（YDS）

3 クリップ

4 クリップ

スタート

ゴール

 待機
エリア

エントリー、スポーツクラス
ショートカットコース
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■ タイムスケジュール（12月20日 日曜日）
注意：スケジュールは進行状況によって変更する場合があります。

8：00 開門　参加選手受付（参加費の受領・大会プログラム、ゼッケンの配布）　YDS撮影　注）エントリー、スポーツクラスを除く。

8：40～ 9：00 審査基準の説明　コースにて

9：10～ 9：13 ヒート１【エントリー クラス】の練習走行

注）各ヒートとも指定クラス以外の選手は練習走行出来ません。
ヒート番号は全クラス通しての番号となっております。

9：13～ 9：16 ヒート2【エントリー クラス】の練習走行

9：16～ 9：19 ヒート3【エントリー クラス】の練習走行

9：19～ 9：22 ヒート4【スポーツ クラス】の練習走行

9：22～ 9：25 ヒート5【スポーツ クラス】の練習走行

9：25～ 9：28 ヒート6【スポーツ クラス】の練習走行

9：28～ 9：31 ヒート7【RWD エキスパート クラス】の練習走行

9：31～ 9：34

9：34～ 9：37

ヒート8【RWD エキスパート クラス】の練習走行

ヒート9【RWD エキスパート クラス】の練習走行

9：37～ 9：40 ヒート10【RWD エキスパート クラス】の練習走行

9：40～ 9：43 ヒート11【RWD マスターズ クラス】の練習走行

ヒート12【RWD マスターズ クラス】の練習走行9：43～ 9：46

9：46～ 9：49 ヒート13【RWD ワールド クラス】の練習走行

9：49～ 9：52 ヒート14【RWD ワールド クラス】の練習走行

10：00～ 10：25 開会式・ゲスト紹介（※新型コロナウイルス対策の為今回は集合写真撮影は行いません。）

10：30～ 12：30
予選1ラウンド
※出走順：①エントリークラス（2分ルーレット )→②スポーツクラス（2分ルーレット）→③RWD エキスパート クラス（単走2本）
→④RWD マスターズ クラス（単走2本）→⑤RWD D1クラス（単走2本）

※出走順：①エントリークラス（2分ルーレット )→②スポーツクラス（2分ルーレット）→③RWD エキスパート クラス（単走1本）
→④RWD マスターズ クラス（単走1本）→⑤RWD D1クラス（単走1本）

12：30～ 12：50 休憩

12：50～ 14：10
予選2ラウンド

14：20 ～ 14：50
RWD マスターズクラス、RWD D1クラスの決勝追走ファイナル８の審査基準の説明
（場合によっては練習走行時間を設けます）

14：50～ 15：30
決勝
※出走順：①エントリークラス（2分ルーレット）→②スポーツクラス（2分ルーレット）→③RWD エキスパート クラス（単走2本）

→④RWD マスターズ クラス（追走ファイナル８ トーナメント ）15：30～ 16：30
決勝

→⑤RWD D1クラス（追走ファイナル８ トーナメント）

16：40～ 17：10 表彰式・抽選会・閉会式
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■ エントリーリスト （12月20日 日曜日）
ёは初参加の方です。

スポーツ クラス　SPORTS CLASS（AWD & RWD）

No 登 録 名 フリガナ 備　　　考

ヒ
ー
ト
4

69 大野金具店
のりお  　　　ё

オオノキングテン　
ノリオ 茨城県 S13 

SILVIA

70 おちゅ  　　　ё オチュ 02小隊 栃木県 FC3S

71 タッチャン タッチャン 茨城県 GDBF 
IMPREZA

72 くぼちん クボチン 02小隊 栃木県 S15 
SILVIA

73 けいごパパ ケイゴパパ 群馬県 FT86

ヒ
ー
ト
5

74 Kotatsu コタツ 群馬県 180SX

75 けいご ケイゴ 群馬県 S13 
SILVIA

76 チポフム チポフム 埼玉県 その他

77 リョウスケ リョウスケ 群馬県 BNR34
ｽｶｲﾗｲﾝ

78 ノリック ノリック 群馬県 S13+PS13
（シルエイティ）

ヒ
ー
ト
6

79 あおたん アオタン 茨城県 JZX100 
CHASER

80 cabir キャビル 神奈川県 EVO X

81 みちお ミチオ 02小隊 栃木県 BMW

82 なべ！ ナベ 千葉県 FT86

83 りょう リョウ 栃木県 FC3S

84 やす～ん ? ヤス～ン？ 茨城県 FT86

RWD エキスパートクラス　RWD EXPERT CLASS

No. 登 録 名 フリガナ 備　　　考

ヒ
ー
ト
7

35 Ryusei  　　 ё リュウセイ 神奈川県 ONE-VIA

36 KAZU カズ Team RAUR 千葉県 S13 
SILVIA

37 SO-1 ソウイチ 茨城県 FC3S

38 WATABE ワタベェ 千葉県 GDBF 
IMPREZA

39 イチハラ イチハラ 千葉県 180SX

40 うずまゆう ウズマユウ 栃木県 S15 
SILVIA

41 えいしん エイシン 埼玉県 その他

42 ふるっぴ フルッピ 神奈川県 S14 
SILVIA

43 力石 リキイシ カスジャワークス 東京都 FC3S

ヒ
ー
ト
8

44 CK6 シーケーシックス 宮城県 180SX

45 ブルマン ブルマン 千葉県 FT86

46 健司 ケンジ club 緋鯉 茨城県 Z33

47 トモヨシ トモヨシ 千葉県 AE86 
TRUENO

48 加藤商会息子 カトウショウカイ
ムスコ 埼玉県 JZX100 

Mark2

49 ガジラ ガジラ 千葉県 その他

50 ABE珍 アベチン 千葉県 S15 
SILVIA

51 Koki コウキ 宮城県 S15 
SILVIA

52 つげっち ツゲッチ 群馬県 GDB 
IMPREZA

ヒ
ー
ト
9

53 おかだ オカダ 茨城県 その他

54 よっくん ヨックン incentive 栃木県 FT86

55 Cherry チェリー 埼玉県 MARK X

56 りゅうへい リュウヘ～ 02小隊 栃木県 S15 
SILVIA

57 GAkU! ガク 埼玉県 FD3S

58 KIMURA キムラ 神奈川県 BMW

59 ヒロキ ヒロキ 茨城県 その他

60 だい ダイ 神奈川県 BMW

ヒ
ー
ト
10

61 木間塚 キマツカ 茨城県 その他

62 のぐっちょ ノグッチョ 福島県 FT86

63 ソウタ ソウタ TeamYOKOMO 神奈川県 JZX100 
CHASER

64 ベニルリ ベニルリ 千葉県 180SX

65 ひれかつ ヒレカツ 千葉県 FC3S

66 なべ吉 ! ナベキチッ！ 02小隊 栃木県 S14 
SILVIA

67 かずねぇ カズネエ 02小隊 栃木県 S15 
SILVIA

68 RYU リュウ 京都府 FC3S

エントリー クラス　ENTRY CLASS（AWD & RWD）

No. 登 録 名 フリガナ 備　　　考

ヒ
ー
ト
1

85 李華  　　　　ё モモカ incentive 栃木県 FT86

86 シュンスケ シュンスケ 群馬県 FT86

87 CaCa カカ 群馬県 180SX

88 たけちん タケチン 02小隊 栃木県 FC3S

89 SARU サル チームSARU 神奈川県 S15 
SILVIA

ヒ
ー
ト
2

90 ☆くん ホシクン 埼玉県 FT86

91 あお アオタン 栃木県 180SX

92 ハヤト ハヤト club 緋鯉 茨城県 BMW

93 KAZU カズ チームSARU 神奈川県 JZX100 
CHASER

ヒ
ー
ト
3

94 友 トモ 茨城県 その他

95 コンプレックス コンプレックス 茨城県 JZX100 
CHASER

96 ソウタパパ ソウタパパ 静岡県 S15
シルビア

97 泉 愛那 イズミ エナ ヨコモレディ

98 田中 実奈 タナカ ミナ ヨコモレディ
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RWD D1クラス　RWD D1 CLASS

No. 登 録 名 フリガナ 備　　　考

ヒ
ー
ト
13

17 しまんちゅ シマンチュ LEBROW 神奈川県 FC3S

16 カイミー カイミー 神奈川県 BMW

15 望月商会
もっちぃ

モチヅキショウカイ
モッチィ 埼玉県 S15 

SILVIA

14 三郎 サブロー 山梨県 Z33

13 謎のぽいぽい星人 ナゾノポイポイセイジン 千葉県 FC3S

12 イツKI イツキ 宮城県 AE86 
TRUENO

11 たくじん タクジン 神奈川県 JZX100 
CHASER

10 ふくちゃん フクチャン Team RAUR 埼玉県 その他

9 Serino セリノ 東京都 JZX100 
CHASER

ヒ
ー
ト
14

8 坂口龍也 リュウヤ club 緋鯉 茨城県 MARK II

7 ヤマノイ ヤマノイ 茨城県 チェイサー

6 Mura ムラ 神奈川県

5 なおっきー ナオッキー 宮城県 FT86

4 えのもん エノモン 埼玉県

3 FuruBoh フルボー 長野県 180SX

2 KOSEI コウセイ TeamYOKOMO 茨城県 PS13
シルビア

1 ヒカル ヒカル TeamYOKOMO 千葉県 FC3S

RWD マスターズ クラス　RWD MASTERS CLASS

No 登 録 名 フリガナ 備　　　考

ヒ
ー
ト
11

18 かんぱい  　　ё カンパイ 東京都 MARK X

19 Serino セリノ 東京都 JZX100 
CHASER

20 謎のぽいぽい星人 ナゾノポイポイセイジン 千葉県 FC3S

21 三郎 サブロー 山梨県 FT86

22 たくじん タクジン 神奈川県 JZX100 
CHASER

23 Mura ムラ 神奈川県 S14 
SILVIA

24 ABE珍 アベチン 千葉県 S15 
SILVIA

25 Cherry チェリー 埼玉県 MARK X

26 FuruBoh フルボー 長野県 FC3S

ヒ
ー
ト
12

27 GAkU! ガク 埼玉県 FD3S

28 Koki コウキ 宮城県 S15 
SILVIA

29 トモヨシ トモヨシ 千葉県 AE86 
TRUENO

30 ヒロキ ヒロキ 茨城県 その他

31 健司 ケンジ 茨城県 Z33

32 CK6 シーケーシックス 宮城県 180SX

33 力石 リキイシ カスジャワークス 東京都 FC3S

34 KIMURA キムラ 神奈川県 BMW



株式会社 ヨコモ
〒305-0861　茨城県つくば市谷田部 4385-2　　TEL : 029-896-3888
http://www.teamyokomo.com　　　E-Mail　support@teamyokomo.com

ヨコモは競技用R/Cカー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、
そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界中の R/C カーファンに愛用されています。

協賛各社 ヨコモドリフトミーティングは、RC関係の雑誌社、実車関係の雑誌社、RC関係のメーカー、実車関係のメーカー他、
ご協賛各社様の多大なるご協力により、盛大に開催させて頂いております。

有限会社 KN926（RC926）

iSolve(South Korea)

アクソン（株）

ADDICTION

株式会社アドバンスト・テック

株式会社アドベル

有限会社 RE 雨宮

（株）アールシー アート

インスピーディア

株式会社エイト企画 RC Magazine

株式会社エッチ・ケー・エス

エビスサーキット

株式会社MSC

株式会社エムエスアール

大阪トヨペット（株）

有限会社エム・オリドプロジェクト

AUTO CRAFT

オートサービストキタ

株式会社オートプロデュース・ボス

KAWAN RIA TOYS ENTERPRISE(Brunei)

KIDS HEART

ギルブレス

Kunny’z

株式会社コクーン

KOGUCHI POWER

KONG RC DRIFT (U.S.A.)

近藤科学株式会社（KO PROPO）

株式会社三栄書房

株式会社サンプロス

三和電子機器株式会社（SANWA）

株式会社サンズ autosport

サンライズ

Gworker/Gサーキット

GGT RC DRIFT TRACK (U.S.A.)

XENON Racing

ターナージャパン株式会社

株式会社タカラトミー

ホビーショップ タムタム

チームスズキ

チームボンバー

つくば RCパーク

株式会社ティーアンドイー

T.S.P. / TEAM SAMURAI PROJECT

TN レーシング

株式会社ディーズクラブ

株式会社 D1 コーポレーション

株式会社テクニカルメイト インターナショナル

株式会社電波実験社

TOTAL PRO SHOP MECCA

有限会社ドゥ

（株）トラスト

トランスミッション

有限会社ドルーピー

中村模型店 K-stadium

日本自動車大学校（NATS）

株式会社ネコパブリッシング

日栄エンタープライズ株式会社

有限会社ノーワンベター

（株）ファットファイブ レーシング

Bee ☆ Racing

フタバ電子工業株式会社（FUTABA）

ブルーフェイス

HOBBY SHOP DAYZ

HOBBY HAVEN（Malaysia）

MONDO TV

ラジコンショップMST

WAIGO HOBBY（Hong kong）


