
Set Up SheetSet Up SheetSet Up SheetSet Up Sheet Ver. 0401J

名前:名前:名前:名前: トラックトラックトラックトラック サイズ: □大きい □中間 □小さい

日付:日付:日付:日付: コンディションコンディションコンディションコンディション トラクション: □高い □中間 □低い

場所:場所:場所: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 サスペンションフロント サスペンションフロント サスペンション フロントダンパーフロントダンパーフロントダンパーフロントダンパー
キャンバー角 車幅 mm ピストン

車高 mm オイル #

キャンバー角 ° スプリング

キャスター角 mm ダンパーポジション

トー角 °
リバウンド mm □
バンプストップ □

車幅 車高 □未使用 □使用 □
ロワアームスペーサー mm

キャスター角 アッパーアームポジション mm

リバウンド アンチロールバー ステアリングアッカーマン ステアリングアッカーマン ステアリングアッカーマン ステアリングアッカーマン 
□A

□B

ロワアーム アッパーアーム □C
　スペーサー 　ポジション □D

リヤ サスペンションリヤ サスペンションリヤ サスペンションリヤ サスペンション リヤダンパーリヤダンパーリヤダンパーリヤダンパー
　　ボディマウントアーム キャンバー角 車幅 mm 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 □

車幅 車高 ロワアームピンポジション(H0134) □
アップライト 　□4.5mm   □5.5mm      □6.5mm
スペーサー アップライトスペーサー mm

アンチロールバー □ワイヤー

mm ボディマウントアーム □Long(H0466C)

リバウンド mm □Short(H0466D)

□アジャスタブル

エンジンエンジンエンジンエンジン クラッチクラッチクラッチクラッチ
タイプ クラッチシュー □Black 　□Gray □Red

ガスケット mm マフラー セントリフューガルシュー

プラグ 燃料　　 スプリング

タイヤタイヤタイヤタイヤ クラッチベルクリアランス mm

<フロント><フロント><フロント><フロント> <リヤ><リヤ><リヤ><リヤ> スプリングAdj.ナットポジション mm

タイプ タイプ

外径（スタート前） L       /R L       /R L       /R L       /R 外径（スタート前） L      /R L      /R L      /R L      /R ブレーキパッドブレーキパッドブレーキパッドブレーキパッド
外径（ゴール後） L       /RL       /RL       /RL       /R 外径（ゴール後） L      /RL      /RL      /RL      /R □Black □Yellow

ボディボディボディボディ ドライブレシオドライブレシオドライブレシオドライブレシオ
タイプ 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

記録記録記録記録 注記注記注記注記
レースタイム/ラップ

ベストラップ(1Lap)


	F_BUMP: ‚Í‚¢
	F_POJ_2: ‚Í‚¢
	F_WIDTH: 252.0
	F_OIL: 600
	F_PISTON: 1.3 x 1
	F_spring: White
	F_POJ_3: Off
	F_POJ_1: Off
	R_spring: ｾﾝﾄﾗﾙ Violet
	R_OIL: 600
	R_PISTON: 1.1 x 2
	R_POJ_3: ‚Í‚¢
	R_POJ_4: Off
	R_POJ_2: Off
	R_POJ_1: Off
	A: ‚Í‚¢
	B: Off
	C: Off
	D: Off
	F_REBOUND: 0.0
	F_LOWERARM_SP: 3.0
	F_UPERARM_POJ: 0.0
	F_HEIGHT: 7.0
	F_CANBER: 2.0
	F_CASTER: 1.0
	F_TOE: OUT1.0(Total)
	R_HEIGHT: 8.0
	R_CANBER: 3.0
	R_TOE: IN3.0(Total)
	R_BUMP: ‚Í‚¢
	R_LOWERARM_4: 
	5: Off

	R_LOWERARM_5: 
	5: ‚Í‚¢

	R_LOWERARM_6: 
	5: Off

	R_REBOUND: 9.0
	R_UPRIGHT_SP: 2.0
	R_STB: 
	R_STB_W: Off
	R_STB_ADJ: ‚Í‚¢
	R_BODYM_LONG: ‚Í‚¢
	R_BODYM_SHORT: Off
	CLUCH_BLACK: Off
	CLUCH_GLAY: ‚Í‚¢
	R_STB_tukidasi: 
	GARUSHOE: ライト（4.0φ）
	CLUCH_SPRING: MUGEN SH
	CLEARANCE: 0.4
	BRAKEPAD_BLACK: Off
	BRAKEPAD_YELLOW: ‚Í‚¢
	ENGINE: NOVAROSSI RX21 WC RACE
	EX_PIPE: EFRA9886/Normal S
	FUEL: MSRF
	GASCKET: 0.7
	CLUCH_RED: Off
	PLUG: 7TGf
	F_TYRE_TYPE: kawahara 32
	R_TYRE_TYPE: kawahara 32
	FL_TYRE_KEI_BEFORE: 68
	FL_TYRE_KEI_AFTER: 
	FR_TYRE_KEI_AFTER: 
	FR_TYRE_KEI_BEFORE: 68
	RR_TYRE_KEI_AFTER: 
	RR_TYRE_KEI_BEFORE: 76
	RL_TYRE_KEI_AFTER: 
	RL_TYRE_KEI_BEFORE: 76
	BODY_TYPE: PROTOFORM T530 LOLA
	ADJNUT_POJ: 1.15
	BODY_POJ: 13.0
	RIP: 10.0
	2ndGEAR: 20/46
	1stGEAR: 17/50
	NAME: 西崎 竜ノ介
	DATE: 2005/1/23
	TRACK: BOSS SPEED（カワハラカップ）
	SIZE_BIG: Off
	GRIP_HIGH: Off
	CONDITION_SMOOTH: Off
	SIZE_SMALL: Off
	GRIP_LOW: ‚Í‚¢
	CONDITION_BANPEE: Off
	SIZE_MIDIUM: ‚Í‚¢
	GRIP_MIDIUM: Off
	CONDITION_MIDIUM: ‚Í‚¢
	MEMO: 予選R1：12周5：03.384／BestLap　17.924予選R2：17周5：07.913／BestLap　16.776
	RACE_TIME/LAP: 10:01.156／32
	BEST_LAP: 17.204
	SIDE_PURY26: ‚Í‚¢
	SIDE_PURY25: Off
	R_WIDTH: 262.0
	F_STB_kakudo: 0.0°
	R_ADJSTB_kakudo: 0.0°


