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2017 年 D1 飘移大奖赛中国杯-参赛车辆规则 

2017D1 Grand Prix Series in China  
Competition Vehicle Regulations 

 

2017年 D1 GRANDPRIX SERIES IN CHANAの参加車両は 2017年 D1車両規定を基本とするが、最低限以下

の事項について順守されてなければならない。それ以外についてもできる限り 2017 年車両規定に沿ったもので

あることが望ましく、新たに製作された部分は改造時における最新の D1 車両規定に準拠していなければならな

い。 

なお、国外から参加のドライバーについては、2017 年に限り、そのドライバーが 2016 年に参加したドリフトシリーズ戦の最新の

車両規定に準拠した車両であれば良いが、以下の各条項に従った車両でなければならない。両者が矛盾する場合は、以下

の各条項に従わなければならない。 

有关 2017 年 D1 飘移大奖赛中国杯的参赛车辆规定，以 2017 年 D1 车辆规定为基础，最低限度要符合以下

条款。未提及事项也尽可能符合 2017年 D1车辆规则。新制作的部件必须符合最新版 D1车辆规则。 

对于国外车手于 2017年的参赛车辆，如符合 2016年参赛车辆规则的即视为合格，但必须要遵守以下条款。

如果有相悖的地方，以下面条款为准。 

The Competition vehicle in 2016 D1 Grand Prix China is built based on the 2016 D1 Vehicle 

Regulations however, at least following points must be respected. It is preferable to comply 

with the other points of the regulations as much as possible. The easing measures 

implemented before this are null and void. 

 

1． 燃料タンク及びコレクタータンク、燃料配管はコックピットからファイヤーウオールで完全に隔離されていな

ければならない。 ファイヤーウオールはコックピットに対し穴や隙間があってはならない。エンジンルーム

のファイヤーウオールについても同様である。 

燃油箱、副油箱以及燃油管必须用防火墙与驾驶舱完全隔离。防火墙不得留有孔或间隙。发动机与驾

驶舱也同样需要完全隔离。 

The fuel tank, collector tank and fuel pipes must be completely isolated from the cockpit 

by a fire wall. The fire wall must have no holes or openings which may connect to the 

cockpit. The same applies to the fire wall of the engine compartment. 

 

２． リアトランクルームの床板は必ず取り付けられており、トランクルーム内から路面が見えてはならない。エギ

ゾーストパイプと燃料タンク及びブリーザやキャッチタンクの位置は遠ざけられ、適切な遮熱・防火対策によ

り引火の発生を防がなければならない。 

    后尾箱的底板必须要装，从后尾箱不得看到路面。排气管要远离燃油管、透气壶，必须安装适当的隔

热、防火措施以防着火。 

The floor panel must be fitted to the rear luggage compartment and the road surface 

must not be seen from inside of the luggage compartment. The position of the exhaust 

pipe must be far from the fuel tank, breather and catch tank. To avoid any risk of ignition 

or inflammation appropriate thermal barrier or fire prevention measures must be installed 

between them. 

 

３．燃料タンクは、車体外側から 300㎜以上の距離を保たれ、地上との間にはタンクのコンテナとは別にガードパ



ネルがなければならない。 

    燃油箱的安装位置与车体外侧应最少留有 300mm 的距离，燃油箱与地面之间需要安装保护板。 

The position of the fuel tank must be no less than 300mm from the outer panel of the 

bodywork and a guard panel must be installed between the ground and the fuel tank 

apart from the container of the tank. 

 

４． 燃料パイプがコックピットを通過する際は必ず金属製のアウターで保護し、途中フィッティングで繋がないこ

と。 

    如燃油管经过驾驶舱，则必须要用金属作外层保护，中间不得使用接头连接。 

 When a fuel pipe passes through the cockpit it must be protected by metallic outer skin 

and no fitting(joint) must be used to connect the pipes. 

 

５． 車両フレームの前端には、必ずクロスメンバーがなければならない。またオリジナル車両のトランクフロアが

他に置き替えられた場合には、リアフレーム後端部にクロスメンバーを追加しなければならない。 

    车架的前端必须有防撞梁。原车的尾箱底板被更换时，车架尾部必须要追加防撞梁。 

Cross member must be fitted to the frontal edge of the bodywork frame. Should the floor 

of the luggage compartment of the original vehicle is changed, cross member must be 

added to the rear edge of the rear frame. 

 

６． 車両の走行中には必ずフロントバンパー、リアバンパーを取り付けられていなければならず、タイヤの上部

は車体のフェンダー最大幅からはみ出してはならない。 

    车辆行驶时必须要安装前保险杠、后保险杠，同时轮胎的上沿部分不能超过车体挡泥板的宽度。 

The front and rear bumpers must be attached to the bodywork while the car is in motion 

and the upper part of the tyre must not protrude from the maximum width of the fender of 

the bodywork. 

 

７． ボンネット及びトランクカバーはオリジナルロックが除去されており、レーシング専用ロックに交換されていな

ければならない。 

    发动机盖和后尾厢的原厂锁扣必须要拆除，更换为赛车专用锁扣。 

For the bonnet and boot lid original fasteners must be removed and fasteners dedicated 

for racing use must be installed instead. 

 

８． リアウイングの幅はオリジナル車両の幅を超えてはならず、高さはオリジナル車両のルーフ高以下とする。

リアバンパーからのオーバーハング量は 75㎜以下とし、翼端板は車体とワイヤーで連結されてなければな

らない。 

    尾翼的宽度不能超过原车车体的宽度，高度不可超过原车车顶，往后突出部分不得超过后保险杠 75mm，

尾翼板与车体之间必须用钢丝固定。 

The width of the rear wing must not exceed the width of the original vehicle and the 

height of the rear wing must be lower than that of the roof of the original vehicle. The 

overhang from the rear bumper must be no more than 75mm and the vertical fin must be 

connected by wire with the bodywork. 

 

９． フロントガラスは必ずオリジナルのガラスを用い、それ以外についてはポリカーボネート板を認める。 

    前挡玻璃必须使用原厂玻璃，其他位置可以使用聚碳酸酯板。 

http://cjjc.weblio.jp/content/%E8%81%9A%E7%A2%B3%E9%85%B8%E9%85%AF


The original glass must be used for the front windscreen however, other than this 

polycarbonate plate may be used. 

 

10． フロントヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ、ワイパーはその効能に支障がないこと。 

    车体前大灯、转向灯、刹车灯、雨刮器必须功能完好。 

Front headlights, direction indicator, brake lights and wipers must be in working order. 

 

11．前後のバンパーの取り付け方法は、最少でも左１点、右１点、中間２点の４点方式とする。 

前后保险杠的安装方法必须为左 1点、右 1点、中 2点，最少 4个位置。 

The installation of the front and rear bumpers must use 4 points at least: one on the left, 

one on the right and two points in between. 

 

12．車体の外と中に必ずキルスイッチを装着しなければならない。 

车体内外必须安装断电保护开关。 

Kill switch (circuit breaker) must be installed to the outside and also inside the bodywork. 

 

13．バッテリーは、電池重量の 25倍の力で如何なる方向に対しても有効な固定方法で固定されてなければなら

ない。プラス側電極は絶縁保護され、コックピットに置かれるドライバッテリー以外の電池は必ず金属ケース

に入れられコックピットと隔離されていること。 

电池必须得到有效的固定，能承受电池自身重量 25 倍的任意方向外力。电源正极需要绝缘保护。驾驶

舱内除干电池以外，其他电池必须要用金属外壳保护，与驾驶舱隔离。 

Battery must use a method of fixation which is able to withstand the load 25 times of the 

weight of the battery cell in any direction. The plus terminals should have insulation 

protections and electric cells other than the dry battery installed in the cockpit must be 

contained in a metallic case and isolated from the cockpit. 

 

14．手動消火器は必ずドライバーが手に届く位置に固定されていなければならず、金属ワンタッチリリースバン

ドを2か所で、消火器重量の25倍の力で如何なる方向に対しても有効な固定方法で固定されてなければな

らない。 

手动灭火器必须固定在车手触手可及的位置，金属快拆两点式固定，并能承受灭火器自身重量 25 倍的

任意方向外力。 

Manual extinguishing system must be fixed in a position where driver can easily access 

to it and be able to withstand the load 25 times of the weight of the extinguisher in any 

direction by two fixation points of quick- release metal with metallic strap (single touch 

metal fixing). 

 

15． 6 点式のロールゲージであり、メインロールバー、左右サイドロールバー、フロントロールバーの４部材は溶

接により一体化されていなければならない。これらのパイプは径 38㎜以上、厚さ 2.5㎜以上でなければなら

ない。新に装備されるロールケージは 2016年 D1車両規定に準拠したロールケージでなければならない。 

防滚架必须使用六点式，主架、左右架、前架的四件必须焊接一体化。同时管径大于 38mm，厚度大于

2.5mm。新安装的防滚架必须要符合 2016年车辆规则。 

 The rollcage must have 6 mounting points and 4 members of the main rollbar, lateral 

rollbars (LH/RH) and the front rollbar must be integrated by welding. These pipes must 

have minimum φ38mm and thickness no less than 2.5mm. 



 

16． レーシングシートは必ず FIA 認証表示があり、移動式は不可とするが、オリジナルシートのレールを使用す

る場合は移動式も可能とする。オリジナルのシート取付け位置を変更する場合は、FIA規定に従うこと。 

赛车座椅必须有 FIA国际汽联的认证标识，不得采用可移动座椅，但使用原车座椅轨道时,可以使用可

移动座椅。变更原车座椅的位置请参照 FIA规定。 

The FIA authorization label must be visible on a racing seat. Movable seat may not be 

used however, if the original seat rails are used movable one is allowed. When the 

original fixation points of the seat are changed FIA regulations must be respected. 

 

17． シートベルトは、必ず FIA認証表示がある 5点式以上でなければならない。 

赛车安全带必须使用有 FIA 国际汽联认证标识的五点式或以上安全带。 

The seat belt must have 5 or more anchorage points and also FIA authorization label on 

it. For the positions of the anchorages, see the sporting regulations of D1 Grand Prix 

China Cup (DOSS Drift Cup). 

 

18． エンジンオイル、トランスミッションオイル、デフオイルにはキャッチタンクを装着していること。 

发动机油、变速箱油、差速器油，必须分别配有透气壶。 

Catch tanks should be installed for engine oil, transmission oil and differential oil. 

 

19． エギゾーストパイプの排気口はリアタイヤ後端より後ろでなければならない。 

     排气管的排气口必须安装在后轮后沿的后面。 

The exit of the exhaust pipe must be extended to the rear edge of the car and the 

opening must face downward. 

 

20．牽引装置はヒンジ式或いはベルト式でなければならず、位置を示す矢印が表示されていなければならない。 

    拖车装置必须是铰链式或带状式，同时有明显的箭头指示标志。 

The towing eye must be in the style of hinge or belt and it must be marked by an arrow 

for easy identification. 

 

21．車両の室内室外は常に清浄にされていなければならず、特に油脂汚れや燃料染みが有ってはならない。 

    车身内外必须保持整洁、干净，不得有油脂和燃油污点。 

The inside and outside of the cockpit must be cleaned at all times and especially 

oil/grease spot or fuel stain must not be there. 


