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トラック コンディション
名前: サイズ: □大きい □中間 □小さい
日付: 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 フロントダンパー
キングピンボールスペーサー(アッパー) mm ピストン

キングピンボール キングピンボールスペーサー(ロワー) ° オイル #
スペーサー(アッパー) アッパーアームスペーサー mm スプリング

トー角 ° スプリングアジャスト mm

リバウンド リバウンド mm
アンチロールバー φ mm ダンパーポジション

キングピンボール □

スペーサー(ロワー) ロワーアームマウント(キックアップ） □ □

□ 0 □ □

□ 1
アッパーアーム □ □
スペーサー ロワーアームポジション □

(E0154A)
□ □

アッパーアーム ポジション(E0148B,E0148C) ステアリング アッカーマン

□
アッパーアーム □ □ □ □

ポジション ロワーアームスペーサー mm □

リヤ サスペンション リヤダンパー
キャンバー角 ° ピストン
ロワーアアームマウント オイル #

(アンチスクワット) (トー角) ° スプリング
□0 □1 スプリングアジャスト mm

リバウンド リバウンド mm ダンパーポジション
アンチロールバー φ mm □

アンチスクワット(E0111C,E0111D) □ □
□ □

  アッパーアーム ポジション □ □ □
□ □ □ □

□ □ アップライト □E0152 □

□ □ □E0173(アルミ)
ホイールベース アジャスト

mm ウイング ポジション
　アップライト ピンポジション

□

□ Front □

□
ロワーアームスペーサー mm

エンジン タイプ デフ オイル
ガスケット mm レデューサー φ 　フロント # Oリング pcs. □その他
プラグ 燃料　　 　センター # pcs. □その他
マフラー 　リヤ # pcs. □その他

タイヤ クラッチ クラッチシュー  □アルミ
フロント リヤ  □その他
タイプ タイプ スプリング mm
インナー インナー クラッチベル/スパーギヤ   T /    T

記録 注記
レースタイム/ラップ
ベストラップ(1Lap)


	name: TBチャレンジ　Round2
	date: ２０１０/３/２１
	circuit: フタバ　バギートラクト
	size: はい
	traction: はい
	condition: はい
	F_dumper_poj: はい
	F_dumper_poj_arm: はい
	F_lowerarm_poj: はい
	F_upperarm_poj: はい
	akkaman: はい
	F_Piston: STD ５H
	F_oil: ５００
	F_spring: ７５－１０
	F_adj: 
	R_Piston: STD ５H
	R_oil: ４５０
	R_spring: ８６－１０
	R_adj: 
	R_dumper_poj: はい
	R_dumper_poj_arm: はい
	R_antisquat: はい
	R_uplight: はい
	R_upperarm_poj: はい
	R_upperarm_poj_uplight: はい
	R_uplight_pinpoj: はい
	wing_poj: はい
	engine: Ｎｉｎｊａ　ＪＸ２１
	gascket: ０．３
	plug: P４
	pipe: EFRA２０４２
	fuel: ＮＡＳＡ　BUGGY
	reducer: ７．０
	deff_oil_f: ７０００
	deff_oil_c: １００００
	deff_oil_r: ４０００
	O_ring_f: ０
	O_ring_c: ０
	O_ring_r: ０
	deff_etc_r: Off
	deff_etc_c: Off
	deff_etc_f: Off
	deff_comment_f: 
	deff_comment_c: 
	deff_comment_r: 
	F_kickup: はい
	f_tier_type: ホールショットLPR
	r_tier_type: ホールショットLPR
	f_tier_inner: STD
	r_tier_inner: STD
	race_time: ３０：０５．４８８/４０LAP
	best_lap: ４１．７６６
	comment: タイヤ新品ほぼM-SPEC
	crutch_shoe_al: ‚Í‚¢
	crutch_shoe: Off
	crutch_shoe_al_comment: E0710×３
	crutch_shoe_comment: 
	crutch_spring: １．０×３
	bell: １３
	spar: ４６
	kingpin_sp: １．０
	f_canber: １．０
	f_upper_sp: ２．０
	f_toe: OUT１．０
	f_rebound: FULL
	r_canber: －２．０
	r_toe: ３．０
	r_rebound: FULL（－１）
	r_antirollbar: ２．９
	R_antisquat_a: Off
	r_wheelbase_adj: １．０
	f_antirollbar: ２．５
	f_lowerarm_sp: ２．０
	r_lowerarm_sp: ０


