
XC 
Cross Country 
XC Series 

www.doride.org

申込一次締切 2010年7月26日(月) 

会　場　小樽市天狗山スキー場特設会場

参加資格は、自転車が乗れる健康な男女。 
但し、18歳未満の参加者は保護者の同意が必要です。 

開催種目 

参加料金とXCカテゴリー 

競技日程 

コースマップ 

注意事項 
※参加者全員に保険がかかりますが万が一の事もありますので 
　各自傷害スポーツ安全保険に加入して下さい。 
※参加者は、必ずヘルメット及びグローブを装着してください。 
※使用する自転車は競技に耐えうる安全なMTBまたは、それに準じた
　自転車である事。 
※会場周辺は全て火気使用厳禁とする。 

● クロスカントリー（1周 約4.5ｋｍ） 

※大会当日参加しない場合でもエントリー費は返金致しませんのでご了承ください｡ 

8月7日(土)
10：00 試走受付・試走開始　15：00 試走終了

8月8日(日)
  7：30 受付開始 / 試走開始 
  8：30 受付終了 / 試走終了 
  9：00 競技説明 
  9：15 幼児クラス （特設コース） 
  9：25 ファーストタイマー / 小学校高学年 / 小学校低学年 
10：10 スポーツ / マスター / ウィメン 
12：00 表彰式A （該当クラスは下記クラス） 
 ファーストタイマー / 小学校高学年 / 小学校低学年 
 スポーツ/マスター/ウィメン 
13：00 エリート・メン / エキスパート / エリート・ウィメン 
15：20 表彰式B （該当クラスは下記クラス） 
 エリート・メン / エキスパート / エリート・ウィメン 
※タイムスケジュールは気象状況等により変更される事がございますのでご了承下さい。 
※スケージュール変更・周回数変更は逐次、掲示板に貼りだされますので各自ご確認下さい。 

主　催　DoRide（ドゥライド）www.doride.org　　後　援　小樽市 / 中央バス観光商事（株）
協　賛　サイクル小野サッポロ / サイクルファクトリー / 札幌じてんしゃ本舗
　　　　サムズバイク / サイクルハウスクランカー / サイクルショップナカムラSAPPORO
　　　　鎌田輪業 / サイクルガレージPAZ
協　力　北海道中央バス（株）

最終締切  8月2日（月）
レイトフィー1,000円が別途必要になります

2010年8月8日（日） 開催

●申込に関して●
基本的には、申込一次締切までにエントリーをお願いします。 

一次締切以降のエントリーは、レイトフィー（1,000円）の追加支払いをお願いします。 

※XCは中学生以下無料　幼児クラスも無料 
※ファーストタイマー(レース参加1年以内)は参加料半額（2,500円） 
※10シーズン、高校生・女性の参加者も参加料金半額になります。 

クロスカントリー 　５，０００円  

※1. エリート・メンは認定者（固定ゼッケン保持者）クラスになります。
※2. エリート・エキスパート以外の４０歳以上全員が対象になります。
※3. コースはショートコース（1周・約2ｋｍ）を使用します。

A エリート・メン 5周 約１時間３０分 

B エリート・ウィメン 3周 約１時間１０分 13：00 
C エキスパート 5周 約１時間３０分 

D スポーツ  
E マスター    10：10 
F ウィメン 2周   約50分 
G ファーストタイマー    約20分 
H 小学生高学年 　　　   約25分  9：25 
I 小学生低学年 1周   約15分 

J 幼児クラス    　　　　9：15 

カテゴリー　　　　周回数   競技時間   スタート時刻 

2周 

3周 

※1 

※3 

※2 

直線30ｍ程度のコースを使用

CROSSCOUNTRY 天狗山大会

 
約１時間00分 

● スタート位置

一般駐車場

※一部変更予定です。 

やまめ工房

堂城 賢
参戦！

yamamekobo.com

やまめの学校も開校
ロードの学校もあるかも！
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DoRide
◆エントリーフォーム記入に関して
このエントリーシートは直接文字を入力できます。記載必用箇所をクリックして入力してください。なお、参加種目カテゴリーの箇所は選択式になっておりますので▼を押して参加されるカテゴリーを選択してください。また、入力内容を消したい時には上方にあります｢消去｣ボタンを押して内容を削除して下さい。★このコメントは印刷されませんのでご安心を！★コメントは好きな場所に移動できます。（青いバー部分をつまんでホイホイ）
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