
Set Up Sheet Ver. 0801J

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 mm ピストン

ホイールハブ キャンバー角 ° オイル #
アッパーアームスペーサー mm スプリング

リバウンド トー角 ° スプリングアジャスト mm

リバウンド mm
キングピンボール アンチロールバー φ mm ダンパーポジション

スペーサー ホイールハブ mm □

ロアアームマウント(キックアップ） □ □

□ 0 □ □

□ 1
アッパーアーム □
スペーサー ロアアームポジション □

(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 ロアアームスペーサー 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 □

□
ロアアームスペーサー 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: JMRCA関東選手権
	date: 2010/4/4
	f_hub: ０
	f_upper_sp: ２．０
	f_lower_sp: １．０
	f_kickup: はい
	f_lowerarm_pos: はい
	f_upperarm_pos: はい
	size: はい
	f_dumper_pos: はい
	f_dumper_pos_arm: はい
	kingpin_sp: 上1/下2
	akka-man: はい
	traction_high: ‚Í‚¢
	traction_middle: ‚Í‚¢
	traction_low: Off
	condition_smooth: ‚Í‚¢
	condition_middium: Off
	condition_bampie: Off
	f_canber: ↑　　　　
	r_canber: －２．５
	f_toe: OUT１．0
	r_toe: IN２．７５
	f_antirollbar: ２．３
	f_rebound: ８．０
	r_rebound: ７．０
	f_dumper_adj: 
	f_dumper_spring: HB　YELLOW
	f_dumper_oil: ４５０
	f_dumper_piston: SEED　５H
	r_dumper_piston: SEED　５H
	r_dumper_oil: ４５０
	r_dumper_spring: HB　YELLOW
	r_dumper_adj: 
	r_dumper_pos: はい
	r_dumper_pos_arm: はい
	anti_sqwat_a: はい
	anti_sqwat_b: はい
	wing_pos: はい
	r_upperarm_pos_a: はい
	r_upperarm_pos_b: はい
	r_uplight: はい
	r_uplight_pin_pos: はい
	r_antirollbar: ２．８
	r_wheelbase_adj: １．５
	r_lowerarm_sp: ０
	gascket: ０．３
	plug: 　P4
	reducer: ５．５
	O_ring_f: ０
	O_ring_c: ０
	deff_etc_r: Off
	deff_oil_f: １００００
	deff_oil_c: １５０００
	deff_oil_r: ５０００
	deff_comment_r: 
	deff_etc_f: Off
	deff_etc_c: Off
	crutch_shoe_al: ‚Í‚¢
	crutch_shoe: Off
	engine: Ｎｉｎｊａ　ＪＸ２１
	pipe: 　EFRA2042
	deff_comment_f: 
	deff_comment_c: 
	crutch_shoe_al_comment: E７１０×３
	crutch_shoe_comment: 
	crutch_spring: １．０×３
	O_ring_r: ０
	bell: １３
	spar: ４４
	fuel: ＮＡＳＡ Buggy ２５％
	r_tier_type: PL（インサイドジョブMC）
	r_tier_inner: STD
	comment: インサイドジョブはMCコンパウンド使用（７分山）
	f_tier_type: PL（インサイドジョブMC）
	f_tier_inner: STD
	race_time: ４０：０４．５１６ / ５４（７位）　
	best_lap: ４０．６００
	circuit: フタバ　バギートラクト


