
OFFICIAL PROGRAM





IFMAR R/C DRIFT World Cup 2018 IFMAR R/C DRIFT World Cup 2018

ドリフト ラジコン (RC) カーも実車同様に日本発のモータースポーツとして世界に発信されていますが、その楽しさはオ
リジナルマシンの製作から独自のチューニング、魅せる走り等、様々な楽しみ方があるのがドリフトならではの特長です。
しかし、自由度が高い事が逆に車輌規格、審査基準など明確さを欠く原因ともなり、伸び悩みの状況に至っているものと考
えています。
私達は車輌規格や審査基準等を明確にし、審査員講習会はじめライセンスの発行を行い、まずは日本全国統一ルールを確立
させながら、全世界に統一ルールとして広めて行く構想をもっております。ドリフトラジコンが国内はもとより全世界で今
まで以上に盛んになって行くような活動をして参ります。
競技委員会の名称から競技の開催を目的として結成された会と思われがちですが、結成主旨はドリフトラジコンの普及活動
です。その一環として全日本選手権や国際競技会を開催し、車輌規格、審査基準の浸透およびドリフトラジコンのステータ
ス向上を図って参ります。
また、会員の皆様のお力添えもいただきながら予選会開催やドライバーの技術検定なども行い、地道な普及活動を行って参
ります。

IFMAR に対して新しいカテゴリーの提案をしてくれた、全日本 RC ドリフト競技委員会に感謝致します。
私は、今年 1月に亡くなられた元 IFMAR 会長のダラス マチィエセン氏の後を引き継ぎ、今回日本の谷
田部アリーナで開催されるワールドカップにて、ドリフト競技に対しての学びと、今後 IFMAR の新しい
カテゴリーとして相応しい競技会になり得るかどうかを視察したいと思います。
まずは盛大に開催されるワールドカップの成功を心よりご祈念致します。

IFMAR 会長 Jeff Parker
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Just as in full-size motorsport, the Japanese origins of R/C drift cars are well known around the world. What 
makes drifting unique is the enjoyment that comes from building your own unique machine, customizing it, 
showing others how it runs, and more. However, this great amount of freedom has led to unclear technical 
regulations and judging criteria, resulting in a situation where we feel further growth is being limited.Our 
current initiative involves the Asia Championship coming this October, where we will begin a concurrent effort 
to establish uniform rule structures in both Japan and Asia, and eventually world wide, to grow R/C drifting 
into an even bigger phenomenon than before.Generally an association for competition is expected to have a 
narrow focus on holding competitions. However, our stance is different in that our group came together with a 
sole mission to simply grow R/C drifting. And one part of this mission is to bring credible stature to drift 
competitions by introducing uniform technical rules and judging criteria, which we plan to showcase at our 
first ever Asia Championship.The help and cooperation from our growing group of new members will help us 
organize more regional qualifying events, participate in mainstream events, and simply be more active on a 
consistent basis. Join us and get on board today!

I would like to thank the All Japan RC Drift Community for suggesting new categories for 
IFMAR.
I will take over after the former IFMAR president Dallas Mathiesen who passed away this 
January and will learn about drift competition and future competition as IFMAR's new 
category at the World Cup in Yatabe Arena. 
This time, I would like to join it and evaluate whether it can be a party.
First of all, I pray from the bottom of my heart for the success of the World Cup which will 
be held grandly.
 
IFMAR Term temporary President Jeff Parker

FEMCA（極東モデルカー協会）を代表し、世界初開催の iFMAR ドリフト ワールドカップ 2018 にご参加
の皆さんに歓迎の言葉を申し上げさせていただきます。
今回、つくば市の「谷田部アリーナ」で行われるこの大会は、誠に素晴らしく整った環境での開催であ
るということが言えると思います。それは「谷田部アリーナ」と「つくば市」は、ラジコンとロボット
それぞれの分野で技術革新を果たし、世界をリードしているという共通点があるということです。この
R/C ドリフト スポーツは、全日本 RC ドリフト・コミュニティ（R.C.D.C.）と JMRCA によって導かれ進
められておりますので、最高水準の競技性とイベントマネジメントを具現化したものです。どうぞこの
歴史的な大会をお楽しみください。
本大会においては R/C ドリフトの世界で最高の技を持つプロフェッショナルなチームおよびドライバー
が集められておりますので、この機会に更に研鑚を深め、知識を取り入れて、このスポーツを世界的に
広めていただければと思う次第です。
またこの大会のために尽力いただいた主催者、スポンサー、サポーターの皆様に感謝します。この大会
の盛会を願っております。
競技に参加される選手の皆様におかれましては、まず他の選手との友情を育み、そして競技を楽しんで
ください。皆様の健闘をお祈りします。
谷田部アリーナで開催されるイベントは、いつも特別で感慨深いものがあります。皆様におかれまして
も素晴らしい思い出深い機会となりますように願っております。
トレバー J リード
FEMCA 会長

On behalf of the Far East Model Car Association (FEMCA) I welcome you to this inaugural 
iFMAR Drift World Cup 2018.
Being held in the Yatabe Arena in the city of Tsukuba is an absolutely appropriate setting 
for this event.
As both the Yatabe Arena and the City of Tsukuba are known as technology driven innovators 
and world leaders in the fields of RC and Robotics respectively.
With the sport of R/C Drift being guided and driven by the Japan R/C Drift Community 
(R.C.D.C.) and JMRCA you can expect the highest standards of event management and 
competition, while also enjoying being part of this historic event.
You will be learning from the best technical and professional team ever assembled in the 
world of R/C Drift, so I hope you take advantage of that and take with you the knowledge 
gained during your stay to help grow the sport globally.
I wish to thank the host, organizers, sponsors and supporters and in turn wish you all the 
very best for this event. 
To every competitor, that first you enjoy the comradery and lasting friendships you will 
make during your visit, and also the very best of luck for the competition.
As every event at Yatabe Arena is special and leaves us with enduring memories from such 
great hosts as I hope it will for every one of you also.
All the very best 
Regards 
 
Trevor J Reid
FEMCA President 

副会長
広坂正美
Masami Hirosaka

会長
伊藤　篤
Atsushi Ito

実車チューニングショップ ウエルドを経営、実車
ドリフトカーの製作も行うかたわらドリフトラジ
コンのメーカー（オーバードーズ）も経営。
ドリフトカーのことなら全てお任せ。実車、RC の
どちらにおいても審査員としても知識が豊富。

Managing director of Weld, an automotive 
tuning shop producing full-size drift cars. 
Mr. Ito also manages Overdose, a manufacturer 
of R/C drift products. In addition being 
knowledgeable regarding anything drift 
related, Mr. Ito is also very experienced in 
R/C drift judging.

RC カー IFMAR 世界選手権、18 年連続チャンピオン。
全日本選手権 優勝 52 回。
現在は一線級のレースからは退き、IFMAR（イフ
マー）世界モデルカー協会直系の下部組織 FEMCA
（フェムカ）極東アジアモデルカー協会の電動カー
部長の職にある。

18-time winner of the IFMAR World Championships 
for R/C cars, and 52-time winner of the Japanese 
National Championships.
Currently retired from top-level racing, but 
remains active as Electric Chairman of FEMCA
(Far East Model Car Association), an 
association belonging to the worldwide group 
of IFMAR model car associations.



世界最強のドリフトキング決定戦!!
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ワールドカップとは
　ワールドカップとは、1979 年に設立された世界最高峰の RC カーレース（世界
選手権）を統括運営する“IFMAR”が、世界選手権に新規カテゴリーとして組込
む前のプレゼンとして開催する大会です。 日本発祥の新しい RC モータースポー
ツとして R.C.D.C. では会の発足以来、“IFMAR”に対しドリフトカテゴリーの世
界選手権開催を提案してきました。　R.C.D.C. では車輌規定選定をはじめ、競
技ドリフトとしてパッケージを確立し、この度“IFMAR R/C Drift World Cup”
として世界選手権への第一歩を踏み出しました。
　世界各国のトップドライバーが統一の規定で美しいドリフトを描く軌跡は、見
る人の心を捉え、世界中のファンから賞賛を得ることとなるでしょう。

世界最高峰の走りと
バトルを見逃すな!!

IFMAR R/C DRIFT World 
Cup 2018
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ドリフト世界一 の決め方
How to Decide The Winner

厳格なルールのもとで競技は行われ、国内からだけ
でなく、海外からも多くの選手が世界一を目指して
参戦している。

　ドリフトはその自由度の高さ
から、競技としての審査基準確
立が難しいことが問題となって
いたが、Ｒ.Ｃ.Ｄ.Ｃ.では車輌
規定を始めとして、公認審査員
による厳格な審査といった独自
ルールの明確化を図ったほか、
誰もが視覚的に確認可能な高性
能なカメラシステムを採用した
ＹＤＳ（ヨコモ ドリフト スコア
リングシステム）を導入すること
で、カッコいい走りだけでなく、

選手のドライビングテクニック
を明確に比べることができるよ
うにしている。
　単走での予選で上位16人を決
定し、追走形式の決勝を行う。
この決勝でも、いかに審査に沿っ
た走りができるかを重視。そし
て上位４名による総当戦を行っ
て勝者を決めるのだ。明確な採
点方法とルールにのっとり、審
査を行うことにより、真のチャ
ンピオンを決定するのである。

1. ルール 使えるアイテムはレギュレーションで決まっている

　参加するすべての選手がイコール
コンディションで戦えるよう、シャ
シー、ボディ、パワーソース、タイ
ヤなどマシンを構成するさまざまな
パーツに渡り、レギュレーションが
決められている。その決められた
ルールの中でいかにコース状況やド
ライビングスタイルに合わせて短時
間にマシンをセットアップし、審査
員からの指定されたラインを正確に
コントロールするかが重要なファク
ターとなる。　
　本大会では市販されていないマシ
ンでの参加はできず、一般に市販さ
れているマシンを使用し、レギュレー
ションに沿ったオプションパーツの
取付けや、パワーソースの選択を選
手が独自に行うことが可能となる。
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2. 予選 両クラスともに単走で順番に審査を行い得点を競う

　各クラスともに、金曜日（４月 20
日）は公式練習日となり、土曜日（４
月 21 日）に単走での予選を行い、上
位８名は日曜日に行われる決勝トーナ
メントへの進出が確定となる。
　大会最終日となる日曜日（４月22
日）は、すでに決勝進出が確定した
８選手を除いた選手によって単走予
選を行い、上位８名を選出。最終的
に各クラス16名の選手に決勝トーナ
メントへの道が開かれる。
　事前に説明された審査基準を満た
しているかを、審査員だけでなくＹ
ＤＳを使って厳密にチェックし、各
選手の走りに 100 点満点で点数を付
けて、決勝トーナメント進出者を決
定するのだ。

審査員

YDS単走での審査
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3. 決勝 予選上位16名によるトーナメントでベスト 4を決定

　ＡＷＤクラス、ＲＷＤクラスともに、２日間の予
選で高得点を獲得した上位16名の選手が挑むのは、
1対 1で競い合う追走での勝ち抜き決勝トーナメン
トになる。リーダー（先行）とチェイサー（後追い）
の２回走行を 1対戦として、走行ごとに先行車輌の
リーダーと後追いのチェイサーの走りのどちらが
優れているかが審査の対象になる。
　２台が駆け引きを繰り広げながら、いかに審査
ラインを忠実にトレースできるかがポイントとな
る。同得点となった場合はワンモアタイム（再戦）
が適用される。

追走

決勝トーナメントは、２日間の予選での順位で組み合わせを決定する。ベスト 16 から追走を行い、トーナメントを勝ち上がった４
選手が、最終決戦の舞台となるグランドファイナル４に進める。

決勝を勝ち上がった 4選手による総当たり戦で勝者が決まる！

大会で使用できるシャシーは、市販の各
社 1/10 スケール ドリフトカーやツーリ
ングカーに限られる。オプションパーツ
の組込みは自由だ。ボディは、実車メー
カーのライセンスを取得した、Ｒ.Ｃ.Ｄ.
Ｃ.公認ボディ メーカー製 1/10 スケー
ルボディに限られる。重量やサイズなど
も細かく決められている。

各クラスとも決勝トー
ナメントは 1対 1で競
い合う追走となる。リー
ダーは単走の走り、チェ
イサーはリーダーとの
距離をいかに詰められ
るか、また角度・角度
変化・速度・走行ライ
ンを判断され、リーダー
の内側に入り込む接近
した走行が求められる。

4. グランドファイナル 4

WINNER!!

　決勝トーナメントを勝ち抜いた４選手によって、チャンピオンを獲得するために追走での総当たり戦で競
うのが、“グランドファイナル４”だ。総当たり戦のため、ワンミスでの敗退はなくなるが、運だけでは勝利
をつかむことはできず、勝ち数が同じ場合はワンモアタイム（回数無制限の再戦）となるため、本当の意味
での実力と強い精神力を持つ最強の選手のみがチャンピオンの栄冠を手にすることができる。

R.C.D.C. 全日本R/Cドリフト選手権 2017

RWD FINAL TOURNAMENT

Day2 7th R97 Hayato Yoshiba

Day1 2nd R6 James Simpson

R97 Hayato Yoshiba

D
Day2 2th R92 Masato Izumi

R97 Hayato Yoshiba

Day1 7th R45 Tomoo Inagaki

R45 Tomoo Inagaki

Day2 3rd R75 Sora Kitano

Day1 6th R58 Hikaru Hoshi

R58 Hikaru Hoshi

B

Day1 3rd R93 Ryo Ishii

R1 Hayato Matsuzaki
C

Day2 6th

Day2 5th R68 Takehiro Hirayama

R1 Hayato Matsuzaki

R58 Hikaru Hoshi

Day2 4th R62 Yuji Kakeno

R68 Takehiro Hirayama
Day1 4th R60

Day1 5th R73 Masamitsu Ito

R62 Yuji Kakeno

Koji Takao

R68 Takehiro Hirayama

Day2 1st R95 Shunsuke Kajita

R70 Yusuke Sugisawa

R95 Shunsuke Kajita

FINAL 16 FINAL 8 GRAND FINAL 4

Day1 1st R76 Jin Kitano

A
Day2 8th R40 Masashige Hida

R76 Jin Kitano
Day1 8th

R76 Jin Kitano

AWD FINAL TOURNAMENT

Day2 7th A35 Yusuke Sugisawa

Day1 2nd A30 Hikaru Hoshi

A35 Yusuke Sugisawa

D
Day2 2th A47 Shinya Nakazawa

A50 Shunsuke Kajita

Day1 7th A50 Shunsuke Kajita

A50 Shunsuke Kajita

Day2 3rd A11 Hideaki Baba

Day1 6th A53 Hayato Yoshiba

A53 Hayato Yoshiba

B

Day1 3rd A46 Ryo Ishii

A46 Ryo Ishii
C

Day2 6th

Day2 5th A52 Takeshi Koretomo

A9 Yuki Fukuda

A46 Ryo Ishii

Day2 4th A4 Yamato Koga

A13 Koudai Sobagiri
Day1 4th A13

Day1 5th A1 Hayato Matsuzaki

A1 Hayato Matsuzaki

Koudai Sobagiri

A13 Koudai Sobagiri

Day2 1st A38 Kei Miura

A22 Masakazu Soutome

A22 Masakazu Soutome

FINAL 16 FINAL 8 GRAND FINAL 4

Day1 1st A12 Daiki Yamazoe

A
Day2 8th A51 Mitsuki Ito

A51 Mitsuki Ito
Day1 8th

A51 Mitsuki Ito
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 A1 Nobukazu Maki    マキ ノブカズ    Japan
 A2 Yoshiya Chikaraishi   チカライシ ヨシヤ   Japan 
 A3 Daiki Yamazoe    ヤマゾエ ダイキ   Japan
 A4 Yoshihiko Kizaki    キザキ ヨシヒコ   Japan
 A5 Takuji Hirano    ヒラノ タクジ    Japan
 A6 Yamato Koga    コガ ヤマト    Japan
 A7 Hideaki Baba    ババ ヒデアキ    Japan
 A8 Kazuo Hikichi    ヒキチ カズオ    Japan
 A9 Mitsuki Ito    イトウ ミツキ    Japan
A10 Masakazu Soutome   ソウトメ マサカズ   Japan
A11 Jin Kitano    キタノ ジン    Japan
A12 Satoshi Nakajima   ナカジマ サトシ   Japan
A13 Yasuyuki Sugiura   スギウラ ヤスユキ   Japan
A14 Tatsuhiro Yamauchi   ヤマウチ タツヒロ   Japan
A15 Masaki Saito    サイトウ マサキ   Japan
A16 Kei Miura    ミウラ ケイ    Japan
A17 Yusuke Sugisawa   スギサワ ユウスケ   Japan
A18 Shunsuke Kajita    カジタ シュンスケ   Japan
A19 Yuya Yamanaka    ヤマナカ ユウヤ   Japan
A20 Ippei Iwama    イワマ イッペイ   Japan
A21 Takeshi Fukumoto   フクモト タケシ   Japan
A22 Masaaki Fukushima   フクシマ マサアキ   Japan
A23 Hikaru Hoshi    ホシ ヒカル    Japan
A24 Shinji Matsuki    マツキ シンジ    Japan
A25 Takahiro Kawakami   カワカミ タカヒロ   Japan
A26 Hayato Matsuzaki   マツザキ ハヤト   Japan
A27 Fumihiko Negishi   ネギシ フミヒコ   Japan
A28 Shinya Nakazawa   ナカザワ シンヤ   Japan
A29 Ryo Ishii    イシイ リョウ    Japan
A30 Oh Jae Hong    オー ジャエ ホン   Republic of Korea
A31 Yuki Fukuda    フクダ ユウキ    Japan
A32 Fhhjn     フージン    Saudi Arabia
A33 Keisuke Hatakeyama   ハタケヤマ ケイスケ   Japan
A34 Nawaf Alhasawi    ナワフ アルハサウィ   Saudi Arabia
A35 Naif Shalabi    ナイフ シャラビ   Saudi Arabia
A36 Mohammed Maimani   モハメド マイマニ   Saudi Arabia
A37 Muhannad Mudeer   モハナッド ムデアー   Saudi Arabia
A38 Kazuhisa Matsuda   マツダ カズヒサ   Japan
A39 Abdualrahman Almesawi  アブダラーマン アルメサウィ  Saudi Arabia
A40 Akihiko Nakazawa   ナカザワ アキヒコ   Japan
A41 Hiroyuki Ohmori   オオモリ ヒロユキ   Japan
A42 Minato Kouhei    ミナト コウヘイ   Japan
A43 Raymond Suwanda   レイモンド スワンダ   Indonesia
A44 Takeshi Koretomo   コレトモ タケシ   Japan
A45 Hayato Yoshiba    ヨシバ ハヤト    Japan

AWD class

DRIVERS LIST / HEAT SHEET

HEAT No. NAME     JAPANESE    COUNTRY

1

2

3

4

5

 R1 Daiki Yamazoe    ヤマゾエ ダイキ   Japan
 R2 Luis Fernando Takeshita   ルイス フェルナンド タケシタ  Brasil
 R3 Shiroi Junta    シロイ ジュンタ   Japan
 R4 Kaito Takahashi    タカハシ カイト   Japan
 R5 Yuichi Naito    ナイトウ ユウイチ   Japan
 R6 Keisuke Matsushita   マツシタ ケイスケ   Japan
 R7 Harada Junpei    ハラダ ジュンペイ   Japan
 R8 Yoshiyuki Anazawa   アナザワ ヨシユキ   Japan
 R9 Riku Kato    カトウ リク    Japan
R10 Yoshio Mitani    ミタニ ヨシオ    Japan
R11 Kino Kenichi    キノ ケンイチ    Japan
R12 Masato Kuboniwa   クボニワ マサト   Japan
R13 Michitaka Nishigaki   ニシガキ ミチタカ   Japan
R14 Yuta Aoyama    アオヤマ ユウタ   Japan
R15 Soichiro Aoyama   アオヤマ ソウイチロウ   Japan
R16 Atsushi Sugimura   スギムラ アツシ   Japan
R17 Masaki Atsuta    アツタ マサキ    Japan
R18 Yuki Harada    ハラダ ユウキ    Japan
R19 Seiichi Minegishi   ミネギシ セイイチ   Japan
R20 Satoshi Nakajima   ナカジマ サトシ   Japan
R21 Yasuyuki Sugiura   スギウラ ヤスユキ   Japan
R22 Ryo Oonishi    オオニシ リョウ   Japan
R23 Yuichi Nakata    ナカタ ユウイチ   Japan
R24 Yasunori Oono    オオノ ヤスノリ   Japan
R25 Yoshihiro Kawamoto   カワモト ヨシヒロ   Japan
R26 Ethan F. Jorge    イーザン エフ ジョージ   Philippines
R27 Laurence B. Marin   ラウレンス ビー マーリン  Philippines
R28 Kouji Tsukamoto   ツカモト コウジ   Japan
R29 Kim Grande    キム グランデ    Norway
R30 Mutsumi Otsuki    オオツキ ムツミ   Japan
R31 Takeshi Takahashi   タカハシ タケシ   Japan
R32 Kobayashi Masato   コバヤシ マサト   Japan
R33 Takuya Aoyama    アオヤマ タクヤ   Japan
R34 Takao Abe    アベ タカオ    Japan
R35 Ito Mitsuki    イトウ ミツキ    Japan
R36 Jun Hirai    ヒライ ジュン    Japan
R37 Yuichi Machida    マチダ ユウイチ   Japan
R38 Kosei Kanaya    カナヤ コウセイ   Japan
R39 Masami Arai    アライ マサミ    Japan
R40 Masatsugu Ido    イド マサツグ    Japan
R41 Hirano Takuji    ヒラノ タクジ    Japan
R42 Yusuke Sugisawa   スギサワ ユウスケ   Japan
R43 Shunsuke Kajita    カジタ シュンスケ   Japan
R44 Ippei Iwama    イワマ イッペイ   Japan
R45 Makoto Washizuka   ワシズカ マコト   Japan

HEAT No. NAME     JAPANESE    COUNTRY

6

7

8

9

10

RWD class
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イベント スケジュール EVENT SCHEDULE
08:00 to 09:00

09:00 to 09:30

09:30 to 17:30

11:30 to 12:00

15:00 to 15:30

19:00

08:00 to 09:00

08:20 to 09:00

09:00 to 09:30

09:30 to 10:00

10:00 to 10:30

10:45 to 12:50

13:10 to 14:00

14:10 to 17:50

19:00

08:00 to 09:00

08:10 to 08:20

08:30 to 08:50

08:50 to 09:00

09:00 to 09:50

10:10 to 13:50

12:10 to 12:40

13:00 to 14:30

14:40 to 16:10

16:30 to 17:10

18:00

1 日目

2日目

3日目

4月 20 日（金）

4月 21 日（土）

4月 22 日（日）

1st Day

2nd Day

3rd Day

20 th April (Fri)

21 st April (Sat)

22 nd April (Sun)

Gate open & Registration

Drivers meeting

AWD & RWD class timed practice

Drivers meeting

Drivers meeting

Gate close

Gate open & Registration

Opening ceremony & Drivers meeting

AWD class timed practice (Only drivers who join from Saturday)

RWD class timed practice (Only drivers who join from Saturday)

AWD class controlled practice

AWD class Qualifying (2 single runs)

RWD class controlled practice

RWD class Qualifying (2 single runs)

Gate close

Gate open & Registration

Drivers meeting (Only drivers who join from Sunday)

AWD class timed practice (Only drivers who join from Sunday)

RWD class timed practice (Only drivers who join from Sunday)

AWD class Qualifying (1 single run)

RWD class Qualifying (1 single run)

Drivers meeting for Tsuiso Final 16

AWD class Tsuiso Final 16

RWD class Tsuiso Final 16

Awards ceremony

Gate close
※スケジュールは暫定です。都合により変更する場合があります。

開門・受付 

ドライバーズミーティング

AWD & RWD クラス 公式練習

ドライバーズ ミーティング

ドライバーズ ミーティング 

閉門

開門・受付

開会式・ドライバーズ ミーティング・記念撮影

AWD クラス 公式練習（土曜日から参加の選手のみ )

RWD クラス 公式練習（土曜日から参加の選手のみ）

AWD クラス 公式練習

AWD クラス 予選 2 本

RWD クラス 公式練習

RWD クラス 予選 2 本

閉門

開門・受付

ドライバーズ ミーティング（日曜日から参加の選手のみ）

AWD クラス 公式練習（日曜日から参加の選手のみ）

RWD クラス 公式練習（日曜日から参加の選手のみ）

AWD クラス 予選 1 本

RWD クラス 予選 1 本

ドライバーズ ミーティング  追走ファイナル 16

AWD クラス 追走ファイナル 16

RWD クラス 追走ファイナル 16

表彰式

閉門

※The time Schedule is the temporal version.

RWD class
R46 Tetsuya Suda    スダ テツヤ    Japan
R47 Hodaka Ishijima    イシジマ ホダカ   Japan
R48 Hikaru Hoshi    ホシ ヒカル    Japan
R49 Takahiro Kawakami   カワカミ タカヒロ   Japan
R50 Hayato Matsuzaki   マツザキ ハヤト   Japan
R51 Masamitsu Ito    イトウ マサミツ   Japan
R52 Masashige Hida    ヒダ マサシゲ    Japan
R53 Yoshio Kakei    カケイ ヨシオ    Japan
R54 Ryo Ishii    イシイ リョウ    Japan
R55 Oh Jae Hong    オー ジャエ ホン   Republic of Korea
R56 Yuji Kakeno    カケノ ユウジ    Japan
R57 Koji Takao    タカオ コウジ    Japan
R58 Ahmed Madan Alkubaish  アーメド マダン アルクバイシュ Saudi Arabia
R59 Sadiq Madan Alkubaish   サディク マダン アルクバイシュ Saudi Arabia
R60 Masaaki Fukushima   フクシマ マサアキ   Japan
R61 Alexandre Cerqueira De Morais  アレクサンドレ サークェイラデモライス Brazil
R62 Lim Hongseo    リム ホンセオ    Republic of Korea
R63 Hayato Suzuki    スズキ ハヤト    Japan
R64 Sen Kanbayashi    カンバヤシ セン   Japan
R65 Byungsup Yu    ビュンサップ ユー   Republic of Korea
R66 Hideki Kinoshita   キノシタ ヒデキ   Japan
R67 Clayton José Leite   クライトン ホセ レイテ   Brazil
R68 Jang Kyung Sik    ジャン キュン シク   Republic of Korea
R69 Wing Lau    ウイング ラウ    Hong Kong
R70 Tomoo Inagaki    イナガキ トモオ   Japan
R71 Yukimasa Suzuki   スズキ ユキマサ   Japan
R72 Norishige Yoshikawa   ヨシカワ ノリシゲ   Japan
R73 Kuo Jui Yu    クオ ジュイ ユー   Taiwan
R74 Andrew Jonathan   アンドリュー ジョナサン  Indonesia
R75 Raymond Suwanda   レイモンド スワンダ   Indonesia
R76 Michael K. Kim    ミッチェル K. キム   Republic of Korea
R77 Michael Kusuma   ミッチェル クスマ   Indonesia
R78 Muhammad Opan   モハメッド オパン   Indonesia
R79 Yang Hsiao Lung   ヤン シアオ ラン   Taiwan
R80 Liu Jen Hsuan    リウ イェン ヒュアン   Taiwan
R81 Masato Izumi    イズミ マサト    Japan
R82 Yoshifumi Okadai   オカダイ ヨシフミ   Japan
R83 Kwan Meng Hwa   クワン メン ワ    Singapore
R84 Noriyuki Nakamura   ナカムラ ノリユキ   Japan
R85 Sora Kitano    キタノ ソラ    Japan
R86 Jin Kitano    キタノ ジン    Japan
R87 Masatsugu Kitano   キタノ マサツグ   Japan
R88 Jin In Hwan    ジン イン ワン    Republic of korea
R89 Hayato Yoshiba    ヨシバ ハヤト    Japan
R90 Shigeki Takahashi   タカハシ シゲキ   Japan
R91 Yosuke Ishizawa   イシザワ ヨウスケ   Japan
R92 Yuichi Naito    ナイトウ ユウイチ   Japan
R93 Park Kwanghyun   パーク ワンヒュン   Republic of Korea

HEAT No. NAME     JAPANESE    COUNTRY
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●車輌規定
1. シャーシ
各社製 ( メーカー問わず ) の 1/10 スケールツーリングカー、 又
はドリフトカー。 ベース車輌は市販品に限る。 オプションパーツ
の組込みは自由。 M シャーシやリトルスポーツとして販売されて
いるショートホイールベース車、 ロングホイールベース仕様は使
用不可。 駆動輪は独立したサスペンションを装着しなければなら
ない。 ホイール駆動軸は、 ジョイント類で分類されている事。 1
台のシャーシを 2 名で使用する事は出来ない。 バッテリーはフロ
ント アクスル軸とリア アクスル軸の間に搭載されている事。 ハー
ドアンテナ ( カーボン、 グラスロッド、 スチールなど ) を禁止する。
煙又は音を発する外付けの装置の搭載は出来ない。 バンパー
の装着の義務は無いが、 装着する場合は樹脂製で危険の無い
ように配慮しなければならない。
駆動システム ： RWD 各クラスは、 リア駆動の 2WD のみ、 AWD
クラスは 4WD のみ。
ジャイロ ： RWD(2WD ・ リア駆動 ) クラス、 AWD(4WD) クラスとも
に使用を認める。
全長 ( ボディを含む ) ： 490mm 以内　ホイールベース : 240mm 以
上 270mm 以下
全幅 ( ボディを含む ) ： 230mm 以内　ボディ又はシャーシのどの
部分でも車検用検査器具をクリヤーしなければならない。
ウイング、 スポイラー及び翼端板は地上からの高さを 150mm 以
下 ( 車輌は全備静止状態で測定 ) とする。 翼端板を使用する場
合は、最大40mm以内(縦)×40mm以内(横)で1対のみとする。
ピニオンギアへのロングヘッドスクリューの取り付けや、 スパー
ギヤ周りの加工又はセンターシャフトを曲げるなどの加工、 イン
シュロック ( 結束バンド ) や共鳴装置を使うなどによっての過度な
高音を発する改造は禁止。

車輌重量 (RWD クラス ) ： 1100g 以下 （リヤタイヤ部での計測時）
車輌重量 (AWD クラス ) ： 1380g 以上 2100g 以下
ゼッケン ： ボディのフロント ウインドウに 1 枚、 右横と左横の見
やすい位置に 1 枚ずつ、 合計 3 枚を貼付する事。 主催者より
配布される物を使用する事。

2. ボディ
1/10 サイズの実車を元に作られて販売されている R.C.D.C. 会員
メーカー各社製に限る。 但し、 R.C.D.C. 公認ボディリストに掲載
されているものに限る。 R.C.D.C. では、 実車メーカーよりライセ
ンス許諾を受けているボディに限り、 会員メーカーからの申請に
より公認ボディとして認定します。 ロングホイールベース仕様の
ボディは使用不可。 塗装されている事。 フロント、 サイド、 リア
ウインドウは透明又は半透明である事。 フロントウインドウを除
きウインドウの切り抜きを認める ( フロントウインドウは装備する
事 )。 電装関係の装着は認める。 ハイブリッド （2 つのボディの
合体） を認める。 但し R.C.D.C. 公認ボディリストに掲載されてい
るものに限る。尚、エントリーの際には、例として、前側：〇〇(メー
カー製 ) の〇〇( 車種 )、 後側：〇〇( メーカー製 ) の〇〇( 車種 )
等を明記する事。 エアロパーツを使用する場合には、 全長と全
幅が規定内に納まっている事 .

3. タイヤ
ドリフトタイヤのコントロール制 (ワンメイク) とする。 今大会では、
RC926 製を使用する。
1 クラスに対して 1 台分 ( フロント 2 本、 リヤ 2 本 ) のマーキング
されたタイヤが支給される。 2 クラスに参加する場合には合計 2
台分支給される。 タイヤの料金はエントリー代に含まれる。 支給
タイヤ以外に、1 人 1 クラスに付き 1 台分 ( フロント 2 本、リヤ 2 本 )
の別途購入が可能 。 RWD と AWD クラスのタイヤの入れ替えは
可能。 他の選手とのタイヤの交換は可能。 但しマーキングされ

たものに限る。 ホイールへの接着等の失敗によりタイヤを交換し
たい場合に限り交換は可能 ( 但し有料となる )。 グリップ力やタイ
ヤ径を変える為の加工や処理は、 自然摩耗を除き一切出来な
い。 正規の向きで組み込むこと （逆組みは禁止）。

4. ホイール
各社製 ( メーカー問わず ) の 1/10 サイズ、 オンロード又はドリフ
ト用スケール ホイール各種のみ。ツーリングレース用のディッシュ
型ホイールの使用は出来ない。

5. バッテリー
各社製 ( メーカー問わず ) のバッテリーが使用可能。 リフェは 2
セル (6.6V)、 リポは 2 セル (7.4V)、 長さ 139mmx 幅 47mmx 高さ
25.1mm 寸法内であれば振り分け型も認められる ( ハードケース
仕様である事 )。 販売時の電圧表示が 7.4V 以下の物のみ使用
する事が出来る。 充放電の際には必ずリポバッグを使用する事。
リア アクスル軸から後方へのバッテリーの搭載は出来ない。 原
則としてリポバック無しでの充電は認めない。 著しく膨張している
物は使用出来ない。 安全の為、 充電終了時の電圧は 8.40V 以
下である事。

6. モーター
各社製 ( メーカー問わず ) の 540 サイズのみ認める。 6.5 ターン
以上のターン数の市販されているブラシレスモーターのみ。

7. ESC( スピードコントローラー )
各社製 ( メーカー問わず ) の ESC が使用可能。 バック付きを認
める。 タイミング、 ブースト、 ターボ等の設定は自由。 サウンド
システムの使用は禁止。

8. 送信機周波数
2.4 ギガ、 27 メガ、 40 メガヘルツのみ。 一般財団法人 日本ラ
ジコン電波安全協会 (RCK) で認可されているもののみ使用可能。 

9. 安全性
全ての車輌は、 他の競技者の車輌又は車検員、 コースマーシャ
ル、 観客、 他の競技者に対して危険な物であってはならない。
損傷を与えない様に組み立てなければならない。 危険を及ぼす
と判断される車輌は参加を許可されない。

●競技方式 
10. 競技方式
単走審査 ： 単走競技は参加車輌 1 台ずつ独立して走行し、 ドリ
フトの評価点を競う。 RWD、 AWD クラス共に、 土曜日の予選で
決勝進出者 8 名を選出。 日曜日の予選で 8 名を除く選手のみ
にて更に 8 名を選出、各クラス 16 名が追走ファイナル 16 に進出。

追走ファイナル 16 ： 追走競技は、 1 対 1 で競う方式で、 勝ち抜
きのトーナメント戦で行う。 1 組の対戦の中で、 先行と後追いの
2 回走行を 1 単位とし、 走行ごとに先行車輌に対して後追い車
輌の走りが、 優れているか劣っているかの評価で勝敗を決める。
その組の勝敗が決まるまで連続して走行させる。 各クラス 16 名
のトーナメント形式の追走を行う。 ワンモアタイム ( 延長戦 ) の回
数は状況に応じて対応。 1 台がスタートラインに着いてから、 も
う 1 台がスタートラインに着くまでの猶予時間は 5 分。 5 分以内
にスタートラインに着けない場合は負けとなる。 タイムは追走ファ
イナル 16 の中で競技者個々に累積して計算される。

グランドファイナル 4 ： 追走ファイナル 16 で勝ち上がった 4 名のみ
での追走競技の総当たり戦でチャンピオンを決定する。 ワンモアタ
イムについては無制限で行う。 1 台がスタートラインに着いてから、
もう 1 台がスタートラインに着くまでの猶予時間は 5 分。 5 分以内
にスタートラインに着けない場合は負けとなる。 バッテリーは 1 回

まで交換可能とし、 車検員が見ている前で行うものとする。
追走勝者の称号は 「ワールドカップチャンピオン /World Cup 
Champion」、 単走チャンピオンは 「World Cup 2018 Single Run 
Champion」。 又、 追走ファイナル 16 に残れなかった選手と、 追
走トーナメントの 5 位以下の選手の中で勝ち数が同数の場合は、
予選順位を元に最終順位を決定する。

●審査基準
11. 審査基準【単走】
ドリフト走行技術の評価は次の要素を評価の対象とする。
ドリフト競技の定義 ： ドリフト競技は、 車輌の進行方向に対して
意図的に横滑走状態を発生させ、 当該滑走状態を保ちながら規
定のコースを走行する競技。
走行ライン ： 走行ラインは指定クリッピング ポイント及びクリッピ
ング ゾーンを通過する時の円滑な曲線ラインが描かれる走行が
求められる。 指定されるそれぞれのクリッピング ポイント及びク
リッピング ゾーンを車体のどの部分が通過すれば良いかが示さ
れ、 その接近度合いを評価して得点に反映する。 ギクシャクし
た走行ラインは減点の対象となる。
ドリフト角度 ： ドリフト角度は走行ラインに対する車輌軸線上の進
行方向に対する角度。 一定以上の角度を維持しつつ安定した角
度でコーナリングをする事が求められる。 一定以上のドリフト角
度が安定的に維持されているかどうか。 角度が大きい方が良い
が、 大き過ぎる場合や、 角度の戻りはミスとして減点の対象と
なる。 ハーフスピンによる大角度は低評価となる。
角度変化 ： ドリフトに入る時 ( 振り出し ) 及びドリフト角度の左右
を入れ替える時 ( 振り返し ) のクイックさ、 精度、 タイミング、 安
定性が審査の対象となる。 次のような走りは減点の対象となる。
振り出し、 振り返しのクイックさに欠ける走り。 振り出し、 振り返
しのタイミングの遅れ。 振り出し、 振り返し後に角度が決まらな
い場合。 角度が浅い場合。
走行速度 ： スロットル ( アクセル ) のあおり、 踏み込み不足は減
点の対象となる。一定以上に速度が落ちた場合も減点対象となる。
選手は全てアナウンスに従って出走する事。 スタート合図の前
の出走は禁止。 審査中は他車の走行の妨げになる様な一切の
行為は禁止。 車輌をむやみに動かさず静かに待機する事。
単走では各選手 100 点満点とする。 審査はコンピューターシス
テムのカメラと赤外線レーザーにより、 スピード、 角度、 壁から
の距離をそれぞれ測定し、 点数に換算したものと、 審査員によ
るその他の審査ポイントを加味した点数を合算して算出する。
コンピューターの点数の配分は、 不透明感の無い設定にする。
又、 コンピューターの点数と審査員の点数の割合は、 公平性を
重視して可能な限りコンピューターの点数の割合を多く設定する。
審査員はメイン審査員 3 ～ 5 名、 副審査員 2 名の計 5 ～ 7 名
を国際競技大会では基本とする。 採点入力はメイン審査員が行
う。 また審査員も公平性を重視して、 3 ヶ国以上からの選出が
好ましい。
審査基準の詳細は、 競技会当日のドライバーズ ミーティングに
て、 例として 【Line】 【Angle】 【Technique】 【Pylon】 の 4 項目
に対し、30 ポイントを審査員が加点する。 又、基本的には、クリッ
プをまたぎ過ぎても、 離れ過ぎても減点となる。 但しコーナーの
ゼブラゾーンを前輪が乗り上げる程度であれば問題ないなどを、
当日の状況に応じて説明する。
単走審査では、予選1日目(土曜日)に本番2本～3本走行し(参
加人数により変動 )、 その内のベスト 1 本の得点にて上位 8 名
を選出。 8 名は追走ファイナル 16 への進出確定選手となる。
複数の選手においてベスト 1 本の得点が同じになった場合は、
セカンドベスト (2 番目の得点 ) で比較し順位を決定する。 予選 2
日目 ( 日曜日 ) は、 1 日目の上位 8 名を除いた選手のみにより、
本番 1 本を走行し上位 8 名を選出、 計 16 名が追走ファイナル
16 に進出。
選手が本番走行時に間に合わなかった場合にはリタイヤ扱いと
する。 但し事前に申告があり、 主催者が走行可能と判断した場
合は、 同選手を別ヒートに移動する事が出来る。 但し追走時に

は 5 分間ルールが適用される。
審査中、 審査員に声をかけるなどの行為は違反とし、 ペナルティ
を取る。 但しトラブル等運営上の問題の場合を除く。
操縦台に上がった時点でピットには戻れないものとする。 但し、
調整をする工具 ・ 部品などを持参し、 操縦台付近での簡単な調
整は可能とする。 尚、 車検通過後にピットにマシンを持ち帰った
場合には再度車検を受けてから出走する事。
走行時以外は操縦台より一歩下がり、 出走する選手に対し、 立
ち位置を自由に選択出来るようにする事。 他の選手の走行の妨
げとなる行為があった場合は失格となる。

12. 審査基準【追走】
先行車に対しては単走走行の競技要素を適用する。
後追い車に対しては、 先行車との距離をいかに詰められたか、
且つ角度、 角度変化、 速度、 走行ライン、 全体印象が上回る
かで判断され、 接近した ( ドリフト状態で先行車の内側に入り込
む併走状態 ) 走行が求められる。 同時ぶりや距離を詰めた後に
引くなどの技術も審査の対象となる。
先行車が加速区間での走路妨害やスピードの調整などの行為を
行った場合は、 相手に対しアドバンテージを与える。
先行車が後追い車の走るスペースを残さず、 インベタのラインを
通った場合や、 後追い車がノーズを入れているにも関わらず更
にインに切り込む様な場合は、 先行の反則とし相手に対しアドバ
ンテージを与える。 原則オーバーテイク ( 追い越し ) は禁止。
軽い接触自体は問題ないが、 相手を押してのス　ピンやアンダー
ステア、 コースアウトなどの原因を作った場合には相手に対して
アドバンテージを与える。
先行の急激な失速、 ラインの妨害などで後追いに追突され、 追
突された側の落ち度が大きい場合には、 相手 ( 後追い側 ) に対
してアドバンテージを与える。
メイン審査員 3 ～ 5 名による審査。 各審査員が勝ち負けを明確
に提示する。
原則、 ワンモアタイム ( 延長戦 ) は状況に応じて対応し、 グラン
ド ファイナル 4 のワンモアタイムに限っては回数無制限で行う。

13. 禁止事項
他の選手への暴言及び走行を妨げる一切の行為。 審査員への
暴言。 競技の進行を妨げる行為。 競技中においては会場内で
の飲酒は一切禁止。 飲酒禁止の会場においては、 会場内での
飲酒は出来ない。 又、 喫煙する場合、 喫煙場所が設置されて
いる施設においては、 喫煙場所でのみ可能。 規則に反した参
加選手は （エントラント含む）、 場合によりペナルティとして、 記
録の末梢、 出場停止等の処置が与えられる。
再審査 ： 計測システムのトラブルによるもの。 コース損傷のトラ
ブル。 主催者が特に認めた場合。

14. 車検
出走前に必ず車検を受ける事。 車検員が認めた車輌のみサー
キットで走行する事が出来る。
車検は基本的には走行前に行うが、 車検員は競技開催中にお
いては如何なる場合、 場所においても車検を行う事が出来る。
競技中の如何なるタイミングであっても、 ルールに反した車輌が
あった場合には、 それまでの記録は全て抹消となる。

15. 抗議
参加選手は、 自己が不当に扱われたと思われた場合には、 次
の方法によって抗議することが出来る。 抗議対象事象発生から
30分以内に、 本部に抗議内容の書かれた文章と抗議料 (\5,000)
を提出。抗議の内容が認められた場合のみ、抗議料は返金される。

レギュレーション
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Regulation
- Competition rules
1. Chassis
1.1 The car chassis have to be limited to 1/10th scale touring car or 
drift car produced by standard brand. Base chassis must be on the 
market. Free to apply optional parts. Not allowed are M-chassis or ‘little 
sports’ chassis in either short-wheelbase or long-wheelbase versions.
1.2 Driven wheels must be attached to an independent suspension.
1.3 Drive shafts to the wheels must include joints.
1.4 Two competitors may not share the same chassis.
1.5 The battery must be mounted between the front axles and rear axles
1.6 Hard antennas (made of carbon, fiberglass rods, steel, etc) are not 
allowed.
1.7 Any external device emitting smoke or sound are not allowed.
1.8 The use of a bumper is not mandatory, but if using one it must be 
made of plastic and safe towards other competitor cars.
1.9 Drive systems: RWD class - Only 2wd rear-wheel driven sytems 
allowed.
AWD class - Only 4wd systems allowed.
1.10 Gyro units: RWD and AWD class - Gyro use allowed.
1.11 Overall length(including the body): Max. 490mm
1.12 Wheelbase: Min. 240mm - Max. 270mm
1.13 Overall width (including the body): Max. 230mm. Any part of the 
body or chassis must clear the technical scrutineering tools.
1.14 Wing: The maximum height of any part of the wing, spoiler, or side 
dams is 150mm (measured with the chassis stationary at full weight). 
Side dams up to 40mm(H) x 40mm(L) on each side is permitted.
1.15 Any modification to produce large noises will not be allowed. These 
include- attaching long headed screws to the pinion gear, modifying the 
spur gear, bending the center shaft, using nylon tie-wraps, or using any 
resonating apparatus
1.16 Overall weight(RWD class): Max. 1100g (measured at the rear 
wheels)
1.17 Overall weight(AWD class): Min. 1380g - Max. 2100g
1.18 Car numbers: Car numbers supplied by the event organizer must be 
attached to the body and easily visible. One on the front window, one on 
the right side, and one on the left side, for a total of three car numbers.

2. Body
2.1 Only 1/10th scale body shells modeled after actual full-size vehicles 
allowed. Body shell must be produced by an RCDC member 
manufacturer, and listed under the RCDC approved body list. The RCDC 
will only approve officially licensed bodies produced by RCDC member 
manufacturers.
2.2 Long wheelbase bodies are not permitted.
2.3 Body shells must be painted.
2.4 Front, side, and rear windows shall be clear or transparent. With the 
exception of the front windshield, cutting out the windows is allowed.
2.5 Electrical accessories are allowed.
2.6 Hybrid body shells (piecing together two different body shells) are 
allowed. However the body shell must be listed under the RCDC 
approved body list. An accurate description of the hybrid body shell 
must be explained when submitting an entry to an event. For example, 
“Front:XXX(car model) by XXX(manufacturer), Rear:XXX(car model) by 
XXX(manufacturer)”
2.7 Aero parts may be used as long as the body shell remains within the 
overall length and width requirements.

3. Tires
3.1 For competitors participating in one class, who can get one set of 
tire from organizer (4 tires: 2 front, 2 rear) . For competitors 
participating in two classes, two sets of tires will be provided and mixed 
use of RWD and AWD tires is allowed. Also borrow tires from driver to 
driver is allowed.
3.2 Driver can buy extra one set of tire for each classes.
3.3 As a basic rule, the rules of the hosting venue will dictate which 
control tire will be used, with the final selection made by circuit venue 
and organizer. Control tires for future events held at special temporary 
circuits will be decided by the organizer. RC926 tire this time.
3.4 Tires are to be included in the entry fee.
3.5 Requests to replace an improperly glued tire will be accepted (but 
the competitor must pay for the replacement tire).
3.6 Aside from natural wear to the tire, any modification to the tire to 
alter grip or tire diameter is not allowed.
3.7 The tires must be mounted in the originally intended orientation 
(mounting in any other way is not allowed)

4. Wheel
4.1 Only 1/10th size on-road or drift wheels (by any manufacturer) that 
have a scale look may be used.
4.2 The use of dish wheels designed for touring car racing are not 
allowed.

5. Battery
5.1 Only 2-cell LiFe(6.6V) and 2-cell LiPO(7.4V) hard-cased batteries 
(by any manufacturer) allowed.
5.2 Saddle-pack batteries must be within 139mm(L)x47mm(W)x25.1mm
(H) in size per pack.
5.3 Batteries must be sold as having a nominal voltage of 7.4V or lower.
5.4 LiPO charging bags must be used all times when charging.
5.5 Battery packs may not be mounted behind the rear axle.
5.6 Charging without the use of a LiPO charging bag will not be allowed.
5.7 Battery packs with bulged or expanded cases will not be permitted 
for use.

6. Motor
6.1 Only 540-size brushless motors (by any manufacturer) allowed.
6.2 Only commercially available brushless engines 6.5T and more figures 
such as 7.5 or 17.5 etc. are allowed.

7. ESC (Speed Controller)
7.1 ESC units by any manufacturer allowed.
7.2 ESC units with reverse functions may be used.
7.3 Adjustments to timing, boost, and turbo settings permitted.
7.4 The use of sound systems is not permitted.

8. Transmitter Frequencies
8.1 2.4GHz, 27MHz, and 40MHz transmitter frequencies allowed.
8.2 Only transmitter frequencies approved by the Japan Radio Control 
Safety Association(RCK) allowed.

9. Safety
9.1 All cars must not pose a danger to fellow competitors or their cars, 
technical scrutineering staff, track marshalls, and spectators.
9.2 Cars must be assembled so they can be safely handled.
9.3 Cars deemed to be hazardous may not be permitted for use in 
competition.

10. Competition format
10.1 ‘Tanso’ solo run judging
In ‘Tanso’ competition each driver drifts one at a time, judged 
individually and awarded points.
On the second day of competition(Saturday), 8 drivers each from the 
RWD and AWD classes advance to the finals.
On the third day of competition(Sunday), an additional 8 drivers are 
selected by advancing through a repechage bracket competition for 
each class. Adding to the 8 drivers that already advanced on Saturday, a 
total of 16 drivers per class advance to the ‘Tsuiso’ finals.
10.2 ‘Tsuiso’ Final 16
In ‘Tsuiso’ competition, drivers are paired off against each other in an 
elimination format.
Each heat comprises of two passes, with each driver taking a turn to 
lead. Points are awarded to the drivers for each pass based on the 
chase driver’ s performance versus the lead driver’ s performance, to 
determine who advances.
Passes are continued until one driver in each pairing prevails.
A ‘Tsuiso’ tournament of 16 drivers is held for each class.
The number of One more time(extra passes) will be 
situation-determined.
The allowed staging time between the first car and second car lining up 
to the starting line is 5 minutes. If a driver is not able to line up to the 
starting line within 5 minutes, he/she will automatically lose.
10.3 The Grand Final 4
4 drivers will advance from the Tsuiso Final 16, to compete in a 
round-robin format to determine the overall champion.
There will be no limit to the number of One more time allowed.
The allowed staging time between the first car and second car lining up 
to the starting line is 5 minutes. If a driver is not able to line up to the 
starting line within 5 minutes, he/she will automatically lose.

11. Judging criteria (Tanso - Individual run)
11.1 Drifting technique will judged based on the following criteria.
11.2 Drift competition defined: Competing against others to see who is 
best at intentionally generating a sideways movement from a forward 

moving car, and holding that state in a smooth manner around the 
designated course.
11.3 Driving line: A smooth and curved driving line through the 
designated clipping points or clipping zones is desired. The areas of the 
car to be driven through the clipping points or zones will be instructed, 
and points will be awarded accordingly for getting as near as possible to 
the clipping points or zones. Points will be subtracted for ragged 
unsmooth driving lines.
11.4 Drift angle: The angle between the longitudinal axis of the car and 
the driving line is the drift angle. Holding a stable, consistent angle while 
cornering is desired. And while a large drift angle is good, if the the angle 
is too big or a correction is made to lessen the angle, points will be 
subtracted. A large drift angle resulting from a half-spin will not score 
well.
11.5 Angle change: The quickness, precision, timing, and stability when 
initiating a drift or making directional changes will be judged. The 
following types of driving will not score well - 
drift initiation followed by a late directional change, inability to set an 
angle or lack of angle upon drift initiation or directional change.
11.6 Speed: Blipping the throttle or lack of throttle will result in lower 
scores. A noticeable decrease in speed will also result in lower scores.
11.7 Competitors may only start when their name is called by the 
announcer. Driving before the start signal is not allowed. No competitor 
may interfere with the run of another car during the judging process. 
The competitor must wait quietly and keep their car stationary.
11.8 Each competitor may earn a maximum of 100 points for an 
Individual run(Tanso). 
11.9 Judging will be based on a computerized system utilizing cameras 
and infrared lasers to measure speed, angle, as well as distance from 
the barriers to calculate a point score. 
11.10 Judges will award additional point scores and add them to the 
score from the computer system to calculate the total point score.
11.11 Depending on the situation, the computer score may be weighed 
more to eliminate any uncertainties. Futhermore, the ratio of the 
computer score and judge score will be set to rely on the computer 
score as much as possible to ensure fairness.
11.12 Judging staff at international competitions will consist of three to 
five main judges, and two assistant judges, for a total of five to seven 
judges. Scores will be input by the three to five main judges. In order to 
ensure fairness, judges selected from three or more countries is desired.
11.13 Details of the judging criteria shall be explained during the 
driver’ s meeting at each competition. For example, judges will award a 
maximum of 30 points, “line” , “angle” , “technique” , and “pylon” .
11.14 Points will be subtracted for being too far inside or too far outside 
the clipping point. However instances such as the front wheels riding 
over the corner curbing may not pose a problem. Instances such as 
these will explained accordingly, and during the meeting.
11.15 Individual run(tanso) judging will take the average score of the 
best two runs out of three to five possible runs (to be determined based 
on the number of participants). 
11.16 Judging for the Repechage will only count one score.
11.17 Any competitor who fails to show up in time for their start will 
forfeit their run and not be scored. However if advanced notice is given 
and the organizer is able to reschedule the heat, the competitor may be 
moved to a different heat. But for Tandem runs(tsuiso), the 5 minute 
rule shall apply.
11.18 Approaching the judging staff while they are judging is prohibited, 
and will result in a penalty. Problems or issues related to the running of 
the heat are an exception.
11.19 Once a competitor is on the driving rostrum, they may not return 
to the pit area. However if the competitor is carrying their own tools or 
parts to make an adjustment or repair, they may do so near the close 
vicinity of the rostrum. 
11.20 Any competitor taking their car back to the pit area after 
technical inspection must go through technical inspection again prior to 
running in their heat.
11.21 Any competitor on the rostrum not driving shall wait and stand 
behind competitors driving on the track. All each other to choose their 
driving spot freely.
11.22 Any competitor interfering with the driving of another competitor 
will be disqualified.

12. Judging criteria (Tsuiso - Tandem run)
12.1 The same criteria for individual runs will be applied to judge the 
leading car.
12.2 Judging criteria for the follow car include: distance gained on the 
leading car, angle, angle change, speed, driving line, and overall 
impression compared to the leading car.
12.3 Closing in on the inside of the leading car while drifting is desired.

12.4 Staying with the leading car closely or closing in and backing off are 
also techniques that judges may award scores.
12.5 If the leading car is determined to have adjusted their speed to 
block the driving line or acceleration of the follow car while getting up to 
speed, a scoring advantage will be given to the follow car.
12.6 If the leading car does not leave any space for the follow car and 
follows closely the inside driving line, or closes the door on a follow car 
already on the inside, the leading car will be penalized and the scoring 
advantage will go to the follow car.
12.7 Overtaking is not allowed.
12.8 Light contact is not a problem, but pushing the other car into a 
spin, understeer, or off of the track will result in the scoring advantage 
going to the competitor receiving the contact.
12.9 Should the leading car suddenly slow down or block the driving line 
and cause the follow car to crash into it, the scoring advantage will be 
given to the follow car.
12.10 Judging will be handled by the three to five main judges. Each 
judge will clearly indicate their winning or losing decision.
12.11 One more time runs will be done accordingly. However an 
unlimited number of One more time runs will be allowed for the Grand 
Final 4.

13. Strictly Prohibited
13.1 Any verbal abuse towards a fellow competitor, or actions 
obstructing the run of a fellow competitor is strictly prohibited.
13.2 Any verbal abuse toward a competition judge is strictly prohibited.
13.3 Any action obstructing the progress of the competition is strictly 
prohibited.
13.4 Consumption of any alcohol drink within the event venue during 
competition is strictly prohibited. 13.5 Alcohol drinks may not be 
consumed at event venues where it is prohibited.
13.6 Smoking is only allowed in smoking permitted areas if available.
13.7 Participating competitors found in violation of the rules may be 
penalized by having all results nullified, and/or expelled from 
competition.

Causes for rejudging
Due to a problem with the scoring system.
Due to problems with the track.
Based on approval by the organizer.

14. Technical Inspection
14.1 Prior to each run, competitors must pass technical inspection.
14.2 Only cars that have passed inspection by the technical staff will be 
allowed on the circuit.
14.3 Technical inspection will generally be performed prior to the run, 
but technical staff may conduct inspections at any time throughout the 
duration of the competition.
14.4 Should a competitor be found with a technical infraction during the 
competition, all results prior to the infraction for that competitor will be 
nullified. 

15. Protest
15.1 Should a participating competitor feel that he/she was judged 
unfairly, the following method may be used to file a protest.
15.2 The protest must be submitted within 30 minutes of the occurence 
causing the protest, with an written explanation for the protest, along 
with a protest filing fee(JPY 5000).
15.3 If the protest is accepted, the protest filing fee will be returned to 
the protesting competitor.
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ショップやカフェもある！

□総敷地面積は 14,850 ㎡（約 160,000sq.ft.）。
参考：東京ドームのグランド部分の面積（13,000
㎡）。□駐車スペースは約230台分を常設で完備
し、それ以上が必要な場合には臨時駐車場もあ
り。□サーキットは、ドリフト用が2面、オンロー
ド用が1面、オフロード用が1面あり。□全ての
サーキットは全天候型で、どのような天候時で
もレースや練習走行が可能。

□Recently, the ground area was expanded to 
14,850 ㎡ (approx. 160,000 sq. ft.).□The 
parking area has been expanded to 
accommodate large events(more than 230 
cars).□Track expansions resulted in: two 
Drift tracks,one On-Road track, one 
Off-Road tracks.□All tracks are 
All-Weather Tracks where you can race or 
practice in any weather.

Facility of Yatabe Arena (2018)

Ｎ

ＲＣ Shop

Pit area

Parking

Drift
Grandprix
Track

On-road
Grandprix
Track

Parking

Parking

Parking
IN OUT

Pit area

Pit area

Pit area

Pit area

Pit area

Pit area

Rest room
Sm
oking area

Drivers stand

Drivers stand

Drivers stand

Rest room

Elevator

Control room

Center building 2F
Meeting room

DERI CAFE YOSHIMURA

Off-road
Grandprix
Track

Drift
Track

IFMAR R/C DRIFT World Cup 2018





SPONSORS

PATRONS

伊藤 篤／井上 清／小俣 智春／金谷 幸光／ SOBAYA ／竹下 敦史／ TATSUYA KOMORI
中村 貴史／西垣 通孝／八戸 武士／広坂 正美／広沢 哲哉／福田 一郎／星 剛二

松田 敏也／山﨑 武司（元プロ野球選手）／山田 学／
山本 昌（元プロ野球選手）／渡井 里加子／渡邊 義章


