
JMRCA 電動オフロード・カーストック選手権 

JMRCA 2022 年度 

1/10 スケール・電動・オフロード・カー 

ストック選手権 
 

 

☆ 主  催 

 日本モデル・ラジオコントロール・カー協会 (略称・JMRCA） 

☆ 競技運営 

   JMRCA 本部 

☆ 大会正式名称 

 JMRCA 2022 年度 1/10 スケール・電動・オフロード・カーストック選手権 

☆ 主  旨 

 

本選手権によって厳正にこのクラスのチャンピオンを選出すると同時に、この機会を通じ模型愛好者だけでなく、

広く一般的にも技術を極めた模型の素晴らしさをアピールし、模型文化の発展の一端に寄与する事を目的とす

る。 

☆ 期  間        *タイムスケジュールは暫定です、変更する場合もありますのでご注意ください 

 9 月 24 日(土)・・・受付、モーターチェツク、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、練習・予選（2ＷD⇒4ＷＤの順） 

 9 月 25 日(日)・・・受付、開会式、ﾞ練習・決勝（2ＷＤ⇒4ＷＤの順） 、表彰 

☆ 場  所 

 〒594-1143 大阪府和泉市若樫町 44−1 RC マニアックスアリーナ https://ameblo.jp/rcmaniax-arena/ 

☆ 競  技 

 JMRCA 競技規則、及び大会特別規則に基づき行われる。 

☆ 種  目 

 JMRCA 規定による、1/10 スケール・電動オフロード・カー(JMRCA 競技規則・第 13 章） 

☆ 参加資格 

①JMRCA 会員であること 

②前年度の全日本選手権（各種目スポーツクラス以外での）成積が 10 位までの選手は参加不可、ダブル参加可能

③協会で不適当と判断した場合 

④JMRCA 本部が認めた選手 

☆ 参加費 

 1 クラス・・・・・￥12,000 2 クラス・・・・・￥20,000  

☆ 申し込み 

 

参加希望選手が多数見込まれますので、先行申込着順で各クラス 100 名までとさせて頂きます 

①先行申し込み         

参加希望選手は JMRCA ホームページ【問い合わせ】のメールフォームから、氏名・支部・出場クラス 2WD のみ・4WD のみ・ダ

ブルのいずれか）を明記してお申し込みください。 

②正式申し込み 

 ①の先行申し込みが完了し、JMRCA ホームページにご自身のお名前が掲載されたのを確認の上、該当支部に正式にお申

し込みください。 

※①②の手続きに不備がある場合、受理致しかねますのでご注意ください。 

参加者は、7 月 25 日（月）までに、本申込書に必要事項を記入し、参加費、必要書類を添えて、支部あてに遅滞なく申し込む

こと。尚、締め切り期日までに申込みが到着しない場合は、出場資格は認められません 

☆ 受付け 

 
参加申込締め切り後、申込人数に応じ、タイムスケジュールを作成します。 その後、受付受理者の機材リストをホームページ

に発表します。 申し込み住所は正確に記入すること。 大会受付け時は、会員証を必ず持参すること。 

日本モデル･ラジオコントロール･カー協会 

JMRCA 
 

 



JMRCA 電動オフロード・カーストック選手権 

   JMRCA1/10 スケール電動・オフロード・カーストック選手権 

 大会参加申込書 ( 9 月 24 日-9 月 25 日開催 )  

必ず参加種目に〇を付けてください 

W エントリー 〇 2WD のみ 〇 4WD のみ 〇 

□箇所にはいずれかにチェックを入れてください   申込日 2022 年   月   日 

日本モデルラジオコントロールカー協会 JMRCA 

所属支部 会員番号 入会状況 手続き状況 

支部 

 □新規 

□更新 

   月   日 

にて手続き済み 

 新入会・会員カードがない場合は 3000 円 

入会済・会員カードがある場合は年会費 2000 円を納付してください 

氏 名 (漢 字) シ メ イ (カ タ カ ナ) 

                

年齢 住   所 

 〒 

電話 E-Mail 

ダイレクトトランスポンダーID 使用周波数 メイン 予備バンド 2 波 

2WD 
       □2.4GHz  □27MHz  □40MHz 

27・40 メガを使用する場合はメイン 1、予備 2 波を記入 

   

4WD 
       □2.4GHz  □27MHz  □40MHz 

27・40 メガを使用する場合はメイン 1、予備 2 波を記入 

   

 

 2WD 4WD 

RC 装置 ﾒｰｶｰ名 
送信機 受信機 

ﾒｰｶｰ名 
送信機 受信機 

ｻｰﾎﾞ ESC ｻｰﾎﾞ ESC 

使用車 ﾒｰｶｰ名 ｼｬｰｼ ﾎﾞﾃﾞｨ ﾒｰｶｰ名 ｼｬｰｼ ﾎﾞﾃﾞｨ 

モーター ﾒｰｶｰ名 形式 ﾒｰｶｰ名 形式 

バッテリー ﾒｰｶｰ名 形式 ﾒｰｶｰ名 形式 

予備電源 ﾒｰｶｰ名  ﾒｰｶｰ名  

参加費 1 クラス 12,000 円 ダブル 20,000 円 

北海道 支部 〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条 14 丁目 1-22 (株)オーム模型  TEL 011-821-1367 FAX 011-832-1223  

東北支部 〒019-0513 秋田県横手市十文字町植田字志摩 117-1 テイクオフモデル内 TEL 0182-55-3022  E-mail  rctom@navy.plala.or.jp  

新潟支部 〒950-2172 新潟県西区内野上新町 13064-50  TEL 025-234-3533 FAX 025-201-65161 E-mail mailto:rc402speedway@gmail.com  

関東 甲信 中京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-8-9 東加ビル 3F コスモス 53 内 JMRCA 事務局 www.jmrcakanto.com 

北陸支部 〒921-8163 石川県金沢市横川 3-158 チャンピオン金沢模型 内 E-mail hokuriku.jmrca@nifty.com URL https://www.facebook.com/hokurikujmrca 

関西支部 〒799-0433 愛媛県四国中央市豊岡町豊田 277-5 RSK2 内 TEL0896-22-3163 E-Mail k2kido.kazuo@gmail.plala.or.jp 

中国支部 〒706‐0317 岡山県玉野市大藪 1045 ホビーショップオリオン内  TEL 090-1684-2239 

四国支部 〒761-1707 香川県高松市香川町東谷 9 番地 ホビーセンターSPK 店 TEL087-879-8445 FAX087-879-8446 hobbycenterspk@gmail.com 

九州支部 〒839‐0863 福岡県久留米市国分町 2063-1 中村模型内  TEL 0942-22-3225 FAX 0942-21-2827 E-Mail k-sta@kumin.ne.jp  
 

参加希望選手が多数見込まれますので、先行申込着順で各クラス 100 名までとさせて頂きます 

①先行申し込みとさせて頂きます         

参加希望選手は JMRCA ホームページ【問い合わせ】のメールフォームから、氏名・支部・出場クラス 2WD のみ・4WD のみ・ダブルのいずれか）

を明記してお申し込みください。      

②正式申し込み          

 ①の先行申し込みが完了し、JMRCA ホームページにご自身のお名前が掲載されたのを確認の上、該当支部に正式にお申し込みください。

※①②の手続きに不備がある場合、受理致しかねますのでご注意ください。     

参加者は、7 月 25 日（月）までに、本申込書に必要事項を記入し、参加費、必要書類を添えて、支部あてに遅滞なく申し込むこと。尚、締め切

り期日までに申込みが到着しない場合は、出場資格は認められません 

 


