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英語と日本語に相違がある場合、英語の内容に従って下さい。（一部日本語訳を省略しています） 

※【  】内は日本事務局からの補足情報です。 

 

MDS Timing N°7 : FOLLOWING MDS FROM HOME 

自宅にいながら MDS（サハラマラソン）を追いかける 

The 31st MARATHON DES 

SABLES starts in less than a 

fortnight. Your friends, family, 

perhaps even your work 

colleagues may have been 

asking how they can keep up 

with your adventures over the 

257 km of the race. Nothing 

could be easier: follow our guide! 

「第 31 回サハラマラソン 2016」は間もなくスタートします。あなたの友人、家族、

同僚が、約 257ｋｍの冒険を追いかけたいと思っていることでしょう。 

 

HOW TO FOLLOW MDS MDS の追いかけ方 

Website : Each day on our website we publish everything you need to know about MDS: details 

of each stage, overall and stage rankings, portraits, interviews, live streaming of competitors 

passing the finish line, etc → http://marathondessables.com 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube : news big and small will be transmitted almost live 

on our social networks. For everything you need to know, from who’s in the female ranking to 

what freeze-dried wine tastes like and the state of the frontrunner’s nails, look no further! 

公式ウェブサイト http://marathondessables.com 

毎日の情報をアップします（各ステージの詳細、ステージのランキング、写真、インタビュー、フィニッシュラインのライ

ブ動画など） 

Facebook https://www.facebook.com/MarathonDesSables 

Twitter  https://twitter.com/marathondsables 

Instagram https://www.instagram.com/marathondessables/ 

YouTube https://www.youtube.com/user/marathondsables 

ニュースの大小にかかわらず、ほとんど時間差なく SNS にアップされます 

 

Media : with coverage on paper and online press, radio and TV, the programme is dense every 

year. In 2016, for this 31st edition, the health and environment media will be particularly 



interesting. Not to mention specialized media, like Jogging International and Zatopek, which 

take a more detailed angle. 

メディア：紙や Web、ラジオやテレビの報道番組などで報道されます。特に第 31 回大会では、健康と環境の視

点での興味深い内容になると思います。 

 

KEEPING TABS ON FAVOURITES  お気に入り登録 

For friends and family keen to get a taste of the MARATHON DES SABLES adventure from the 

inside, nothing could be easier: tell them to sign up at the address below. They will then be able 

to follow the race live starting from 10 April, in two different, complementary ways: 

 Live tracking: simply select the runners you want to follow and get information on the fly; 

 Geolocalization: in real time, your supporters can follow your progress on the field, as if they 

were at your side. 

→ To follow MDS 2016: http://live.marathondessables.com 

サハラマラソンを味わいたい友人や家族のために、以下のアドレスにサインアップするためにやり方を教えておいてくださ

い。そして、彼らは二つの異なる、補完的な方法で、【現地時間】4 月 10 日からレースをライブで追いかけることが

できるようになります。 

■Live tracking：情報が欲しいランナーを選択します 

■Geolocalization：選択したランナーの側にいるかのようにリアルタイムで、ランナーの進行状況を追跡できます 

→ http://live.marathondessables.com 

 

ROOTING FOR LOVED-ONES 特定のランナーを応援する 

The course will be long on the 31st MARATHON DES SABLES: 

257 km to be exact. That is, if you don’t wander off the most 

direct route. To keep up your spirits, each evening you can 

receive encouragement from your loved ones. How does it work? 

Once again, it’s very simple: from 09 to 15 April (i.e. from the 

technical control day to the penultimate day of the race), they 

can go on the MDS website and the  section “Write to a 

competitor”, then just follow the instructions, indicating the 

first and last names and bib number of the person they 

want to follow. No file attachments possible. Their messages 

will be given to you on the bivouac every evening, on paper. 

→ To send a message to a loved-one:  http://marathondessables.com 

「第 31 回サハラマラソン 2016」のコースは例年より長くなります（最短ルートで約 257ｋｍ）。あなたの精神力

を維持するために、夜はあなたの愛する人から励ましを受けることができます。4 月 9 日から 15 日の期間中 MDS

の公式ウェブサイトの“Write to a competitor”（ランナーへの書き込み）コーナーが立ち上がります。その指示

に従って、応援メッセージを送りたいランナーの名前とビブ番号（ゼッケン番号）を入力します。ファイル等の添付は

不可です。メッセージはプリントされ、毎晩ビバークであなたに配られます。 

→  メッセージ書き込み :  http://marathondessables.com  【半角英数のみ入力可】 

http://live.marathondessables.com/


SENDING NEWS TO THE FAMILY 家族にメッセージを送る 

It’s one thing to receive encouragements from 

your friends and family, but how can you reassure 

them about your adventures in the desert, or 

send them philosophical musings such as, “Don’t 

worry darling, I ate well tonight, my freeze-dried 

rice was delicious!” It’s easy: we make a free 

email service available for sending messages to 

your loved-ones without disturbing the other 

participants. All you need to do is turn up at the 

allocated tent each day from 3pm to 8pm for the normal stages, and on stage 4 from 7pm to 

10pm on the first day and 10am to 8pm on the second day. You will be able to send an email, 

with no attachments. You can send several emails, but you will have to queue up again each 

time so as not to hog the computers. 

Another possibility is to phone from a fixed point on the bivouac (paying service, 2 euro/min, 

cash only, payable in euro, dollars or dirhams). As a reminder, it is prohibited to use mobile 

phones on the bivouac during the race in order to respect the peace and quiet of other 

competitors. You can, however, use your phone if you move away from the bivouac or route 

(don’t go too far though, we don’t want you to get lost!). However, don’t forget that the bivouac 

is not equipped with electricity and so you won’t be able to charge your batteries. 

Now that you know how the whole world will be keeping tabs on you… all that remains is to get 

out there and do it! 

主催者 AOI は、無料の電子メールサービスをビバークで利用できるようにします。通常のステージの日は 15:00～

20:00。ステージ 4 の初日は 19:00～22:00、2 日目は 10:00～20:00。この時間帯に添付ファイルなしのメ

ールを１通送信できます。複数のメールを送りたい場合は、パソコンを占有しないよう、1 通送信するごとに再度列

に並び直さなければなりません。 

他にもビバークの決められた位置に電話があります（通話１分当たり２ユーロ相当を、現金［ユーロ、アメリカドル、ディ

ラハム］で支払い）。レース期間中、ランナーの平穏を尊重するために、レース中にビバークで携帯電話を使用することが

禁止されています。ビバークから離れたところで使用することはできますが、あまり遠くに行かないでください。迷子になる危

険性があります。【砂漠での迷子は、生死に関わります】それから、ビバークは電気が装備されていないので、充電ができ

ないことをお忘れなく。 

【日本事務局からの注意事項】 

■メール、電話ともに、長い列ができます。できれば体力回復を優先させてください。 

■メールは、オンラインではなく、人工衛星を介して送信されます。メールは全てまとめて各日の終わりに送信されま

す。また、ファイルを添付することはできませんので、写真や動画などを送ることはできません。 

■ビバークに設置されている PC には日本語設定がありませんので、送信するメールは半角英数で入力する必要が

あります。 

■メール、電話ともに悪天候（砂嵐など）により送信、通話ができない場合があります。 
以上 


