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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　　　　　　     　　　　   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　　　　　　　　 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 車幅 　　　　 mm 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 車高 　　　　 mm ピストン 　　　　

キャンバー角 　　　　 ° オイル # 　　　　

トー角 　　　　 ° スプリング 　　　　

リバウンド 　　　　 mm ダンパーポジション

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

車幅 車高 　□4.5mm   □5.5mm □6.5mm □
アップライト アップライトスペーサー 　　　　 mm
スペーサー アッパーアームポジション

アンチロールバー □ワイヤー

リバウンド 　　　　 mm
□ □ □ 　　　　 mm

 　ボディマウントアーム □アジャスタブル

□Long(H0466C) クラッチクラッチクラッチクラッチ
□ □ □Short(H0466D) クラッチシュー

エンジンエンジンエンジンエンジン タイプ セントリフューガルシュー 　　　　

ガスケット mm マフラー スプリング 　　　　

プラグ 燃料　　 クラッチベルクリアランス 　　　　 mm

タイヤタイヤタイヤタイヤ <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)

Tomoharu

Tomoharu


	name: 西崎　竜ノ介
	date: 2006/3/21
	circuit: BOSS SPEED
	size: はい
	traction: はい
	condition: はい
	F_POJ: はい
	accaman: Off
	bamp stop: はい
	R_POJ: はい
	H0134: はい
	R_bamp stop: はい
	R_upperarm poj: はい
	yagura: はい
	body maunt arm: はい
	stabi: はい
	pad: はい
	pili: はい
	F_lowerarm spacer: 0.0
	F_upperarm poj: 0.0
	F_shakou: 7.0
	F_camber: -2.0
	F_caster: 2.0
	F_down stop: 2
	F_toe: out1.0
	R_haba: 261.0
	R_shakou: 8.0
	R_camber: -3.0
	R_toe: in2.5
	R_down stop: 9.0
	F_haba: 252.0
	F_spring: MUGENグレー
	F_oil: 550
	F_piston: 1.3Φ×1
	R_oil: 600
	R_piston: 1.1Φ×2
	R_spring: MUGENホワイト
	clatch spring: MUGEN SH
	clearance: 0.4
	nut poj: 0.3
	R_uplight sim: 3.5
	engine: NOVAROSSI　RACE　WC
	gascket: 0.7
	pipe: EFRA2018（MAX）＋  MAXマニ
	fuel: MSRF
	plug: C7TF
	R_tire: KAWAHARA35（B）
	R_tirekei_L_before: 78
	R_tirekei_R_before: 78
	R_tirekei_R_after: 
	R_tirekei_L_after: 
	F_tire: KAWAHARA32（B）
	body: Kyosho DOME（0.8）
	rip: KAWAHARA 18
	F_tirekei_L_before: 71
	F_tirekei_R_before: 71
	F_tirekei_L_after: 
	F_tirekei_R_after: 
	1st_p: 16
	1st_spa: 48
	2nd_p: 20
	2nd_spa: 47
	body poj: 10
	time: 
	best: 16.611
	coment: ※MRX４-R仕様　　 ※メインシャーシ：オプション（ハード）※Knackダンパー　   ※アッカーマン：カワハラA
	garushoe: 2D
	clatchshoe: MUGEN YELLOW
	wirestabi: 3.0
	wirestabi_tsukidasi: 3.0


