
※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。
※ダウンヒル参加条件は中学生以上でフルフェイスヘルメット着用を義務とする。

開催種目

参加料金とカテゴリー

競技日程

● ダウンヒル （全長：約2.3km 標高差：約330m）
● クロスカントリー（1周 約1.9ｋｍ）
● 60分耐久レース
 　 ソロの部　　チームの部（1チーム最大3名）

9月１日(土)

9月２日(日)
  7：30 受付開始 / 試走開始
  8：30 受付終了 / 試走終了
  8：40 競技説明
  9：20 幼児クラス （特設コース）
  9：40 ファーストタイマー / 小学校高学年 / 小学校低学年
10：20 スポーツ / マスター / ウィメン
11：40 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
 60分耐久の受付を開始
12：30 エリート・メン / エキスパート / エリート・ウィメン
14：20 ６０分耐久レース スタート
15：20 ６０分耐久レース 終了
15：50 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
 60分耐久・ソロの部 / チームの部
※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
提　供　サイクルファクトリー　www.cy-factory.com 
協　力　加森観光株式会社サッポロテイネ

※XCは中学生以下無料　幼児クラスも無料
※中学生以下で耐久参加の場合は１名1,000円
※XCファーストタイマー(レース参加1年以内)はXC・耐久共に半額
　XC　2,500円･XC+耐久　3,750円
  （耐久でチーム員として参加の場合は１,５００円です）
※2012シーズン、XCの高校生・女性の参加料金が半額になります。
※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｡
※DH搬送料金は参加料に含まれております。

DH 8,000円
XC ５，０００円
耐久※ 3,000円
DH＆XC 11,000円

DH＆耐久 10,000円
XC＆耐久 7,500円
全種目 12,000円

A エリート・メン 9周
B エリート・ウィメン 6周 12：30
C エキスパート 9周
D スポーツ 
E マスター  10：20
F ウィメン 2周
G ファーストタイマー
H 小学生高学年   9：40
I 小学生低学年 1周
J 幼児クラス    9：20

カテゴリー　　　　周回数  スタート時刻

3周

5周

※1

※3

※2

直線30ｍ程度のコースを使用

K エリート
L ノービス
M ウィメン
O ビギナー

カテゴリー

※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・ファースト
タイマー以外の～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
1.5ｋｍ）を使用します。

◆XCカテゴリー ◆DHカテゴリー

  7：30 受付開始/試走開始
11：00 受付終了
 試走用搬送トラック最終乗車
11：30 試走終了
11：50 １回目搬送トラック１便目出発（ノービス優先乗車）
12：15 ２回目搬送トラック２便目出発（エリート）
12：30 １回目競技開始　(１分間隔)
13：20 ２回目搬送トラック１便目出発（ノービス優先乗車）
13：45 ２回目搬送トラック２便目出発（エリート）
14：00 ２回目競技開始 (1回目タイムの遅い順からスタート）
15：00 表彰式
XC試走　１０：００～１５：００ （DHレース運営を優先とする）

（ショートコース）

申込締切

申込1次締切日 8月20日(月)

1次申込締切日を過ぎた申込分に関しては、
参加料金の他にレイトフィー1,000円が必要になります。

最 終 締 切 日 8月27日(月)

注意事項と申込規約 (規約に同意の上、お申込ください)

※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安全防具を身に付けてください。
※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。
※会場には水道がありませんので飲料水は各自ご用意願います。 

1.自己都合による申込後のキャンセルはできません。また、過剰・重複入
金・当日不参加・事前キャンセルへの返金はいたしません。
2.大会開催中の事故･傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であ
る事を了承します。
3.地震･風水害･降雪･事件･事故･疫病による開催縮小･中止、参加料金返金
の有無･減額に関してはその都度主催者が判断し、決定いたします。
4.私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場
合、主催者･スタッフの指示に従います。
5.私の家族･親族、保護者(参加者が18歳未満の場合)、またはチームメン
バーは本大会への参加を承諾しています。
6.上記の申込規約のほか、主催者が別途定める大会規則に則します。

申
込
規
約

リフト・ゴンドラ等の設備がございませんので、
トラック（箱車）での搬送になることを予め御了承ください。
なお、スタート地点までの搬送時間は約15分になります。

DH搬送方法
に関して

会　場　サッポロテイネ 旧千尺スキー場 特設会場

DHSeries#3 XCSeries#5
DoRide MountainBike Race Serise

MTB Downhill Race / Crosscountry Race www.doride.org

2012.9.1sat/2sun

2012
RACE

SERIE
S



耐久(ソロ・チーム)  DS　Dクリテ  HC  ドリクロ
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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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