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Set Up Sheet Ver. 0701J

名前: トラック サイズ: □大きい □中間 □小さい

日付: コンディション トラクション: □高い □中間 □低い

場所: 路面: □スムース □中間 □バンピー

フロント サスペンション
キャンバー角 車幅 mm フロントアップライト

車高 mm
キャンバー角 ° mm
アッパーアームスペーサー mm mm
トー角 °
リバウンド mm エキセントリックハブ

バンプストップ □未使用 □使用 □T0154 □

車幅 車高 ロワアームスペーサー mm □H0188

アッパーアームポジション mm □

アッパーアームスペーサー アンチロールバー

リバウンド ステアリングアッカーマン 
□A

アッパーアーム □B

ロワアーム 　ポジション □C
　スペーサー □D

リヤ サスペンション フロントダンパー
　　ボディマウントアーム キャンバー角 車幅 mm ベアリングポジション ピストン

車高 mm オイル #

キャンバー角 ° スプリング

トー角 ° ダンパーポジション

リバウンド mm

バンプストップ □未使用 □使用 mm □
ロワアームピンポジション(H0134) □

車幅 車高 　□4.5mm □5mm □5.5mm □

アップライト アップライトスペーサー mm リヤダンパー
スペーサー アッパーアームポジション ピストン

エキセントリックハブ オイル #

リバウンド □T0154 スプリング
□ □ □H0188 ダンパーポジション

 アンチロールバー □ワイヤー mm ボディマウントアーム □　 □
mm □H0466C(短) □

□アジャスタブル □ □H 長)0466F( □　 □
□ □

エンジン タイプ マフラー クラッチ
ガスケット mm マニホールド クラッチシュー □Yellow □Gra □Red

プラグ 燃料 セントリフューガルシュー

タイヤ <フロント> <リヤ> スプリング

タイプ タイプ クラッチベルクリア スラン mm

外径（スタート前） L       /R 外径（スタート前） L      /R スプリン djグA .ナットポジション mm

外径（ゴール後） L       /R 外径（ゴール後） L      /R ブレーキパッド □Black □Yellow

ボディ タイプ ドライブレシオ ギヤレシオ サイドプーリー

ボディポジション mm 1st.    / □25T

リヤスポイラー mm 2nd.    / □26T

記録 注記
レースタイム/ラップ

ベストラップ(1Lap)

Tomoharu



	Sheet1

	name: vamos
	date: 2007.12.9
	circuit: BASK
	f_upper_sp: 1
	size: はい
	traction: はい
	condition: はい
	f_balk: はい
	f_ex_hub: はい
	f_banpstop: はい
	accarman: はい
	f_damper_pos: はい
	r_damper_pos: はい
	r_balk: はい
	r_ex_hub: はい
	r_upper_pos: はい
	r_lower_pos: はい
	r_yagura: はい
	r_yagura_pos: はい
	r_stabi: はい
	clutch_shoe: はい
	pad_black: ‚Í‚¢
	pad_yellow: ‚Í‚¢
	side_puly: はい
	f_piston: 1.2-1H
	f_oil: 550
	f_spring: ムゲンイエロー
	r_piston: 1.1-2H
	r_oil: 700
	r_spring: 京商ホワイト
	f_width: 253
	f_height: 7.0
	f_camber: （0G）0
	f_toe: out1.0
	f_rebound: 0
	r_width: 263
	r_height: 7.5
	r_camber: （0G）0.5
	r_toe: in1.5
	r_banpstop: はい
	f_uplight_sim: 2
	f_scrub: 1.0
	f_stabi_futosa: 3.0
	f_stabi_katasa: 0
	mani_type: EASTコニカル
	gasket: 0.7
	plug: C7TF
	engine_type: NOVAROSSI RACE21 WC
	fuel: COSMO 25％（NOVAROSSI OIL添加）
	gulshoe: ノーマル×2
	clutch_spring: スーパーハード
	r_bearing_pos: 1.0
	bell_clearance: 0.4
	adjnat_pos: 0.6
	mafler_type: NOVAROSSI #2015
	r_tire: ZAC 35（B）
	f_r_after: 
	f_r_befor: 68
	f_l_befor: 68
	f_l_after: 
	race_time: 
	best_lap: 
	r_l_befor: 75
	r_r_befor: 75
	r_l_after: 
	r_r_after: 
	1st_pinion: 17
	2nd_pinion: 21
	1st_spar: 50
	2nd_spar: 46
	note: ・ステアリングはアルミサーボホーンを使用・Fダンパー・FダンパーステーはMRX4-R仕様・シャーシはカワハラ（カーボンプレート／Ｒ：前後有、Ｆ：前後なし）
	f_upper_pos: 0
	f_lower_sp: 0
	r_rebound: 9
	r_uplight_sp: 3
	f_tire: ZAC 32（STD）
	body_type: RONY 0.8mm
	body_pos: 8.5
	rip: 20


