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REGULATIONS 2018
第 33 回サハラマラソン 2018 レギュレーション（大会規約）
本資料（データ・印刷物に関わらず）を第三者に譲渡することは、固くお断りいたします。主催者（AOI）が公式
ウェブサイト（http://marathondessables.com/）内で公開している
フランス語レギュレーション http://marathondessables.com/fr/le-mds/reglement-2018.html
英語レギュレーション

http://marathondessables.com/en/the-mds/regulation-2018.html

と日本語訳（本資料）が異なる場合、フランス語・英語レギュレーションを優先させてください。
日本事務局 :株式会社フリーマン 海外レース支援室「国境なきランナーズ©」
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ART. 4 : CONDITIONS OF ADMISSION FOR PARTICIPANTS
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ART. 6 : PROGRAM OF THE RACE
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ART. 7 : TECHNICAL, ADMINISTRATIVE AND MEDICAL VERIFICATIONS
テクニカルチェック（荷物検査）、メディカルチェック（健康診断）
ART. 8 : IDENTIFICATION MARKS RESERVED BY THE ORGANISATION
主催者（AOI）発行の ID カード（ナンバーカード、チェックインカード）
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ART.14 : AT EACH ARRIVAL POST/BIVOUAC
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ART. 1 : ORGANIZATION
The 33rd MARATHON DES SABLES is organized by ATLANTIDE ORGANISATION Internationale
and will take place from 06 to 16 April 2018 in southern Morocco. This 33rd annual event will
take place under the aegis of the MOROCCAN MINISTRY OF TOURISM and will bring together
around 1300 French and foreign participants.
ART. 1：主催
「第 33 回サハラマラソン 2017」は ATLANTIDE ORGANISATION Internationale（アトランテッド・オーガニザシ
オン・アンテルナショナル、以下 AOI）の主催により、2018 年４月 6 日（金）から４月 16 日（月）までモロッコ南部
にて開催されます。今回で 33 回を迎えるこの大会は、モロッコ政府観光局の後援により、世界各国・各地域より 1,300
名が出場します。
ART. 2 : DEFINITION OF THE COMPETITION
The 33rd MARATHON DES SABLES is a foot race, open to runners and walkers, with several
stages, free style, and with food self-sufficiency over a distance of about 250 Km. Each
participant must carry his/her own backpack containing food, sleeping gear and other material.
ART. 2：競技の定義
第 33 回サハラマラソンは、約 250Km の距離を複数ステージに分けて、食糧自給によりフリースタイルで走る（歩く）
レースです。出場者は、食糧や寝袋などレースに必要なものすべてをバックパックに入れ、それを背負って走らねば（歩か
ねば）なりません。
ART. 3 : GENERAL CONDITIONS
The 33rd MARATHON DES SABLES will be administered according to the general race regulations
and their amendments (road book,...), to which all participants agree when they register.
ART. 3：大会原則
第 33 回サハラマラソンは、本レギュレーション（大会規約）並びにロードブックなどの追加規定に基づいて運営され、
出場者は全員登録時にそれらの規定に従うことに同意しなければなりません。
ART. 4 : CONDITIONS OF ADMISSION FOR PARTICIPANTS
Anyone meeting the following conditions will be accepted: over 18, any citizenship. Competitors
must hold a medical certificate issued by the organization stating their ability to participate and
a resting ECG report.
Teenagers over 16 may participate in the 33rd MARATHON DES SABLES subject to prior consent
from ATLANTIDE ORGANISATION International and written permission from a parent or
guardian. They will have to meet the same requirements as adults.
ART. 4：ランナーの参加条件
次の条件を満たしていれば誰でも参加できます：18 歳以上であれば国籍は問いません。参加者は出場可能であること
を証明する健康診断書ならびに心電図（ECG）の提出が必要となります。
第 33 回大会に 16 歳以上 18 歳未満で参加を希望する方は、AOI の事前承認と両親または保護者からの書面によ
る同意書が必要となります。それ以外は成人の参加条件と同様です。

2

33rd MDS 2018

REGULATIONS 2018

ART. 5 : CATEGORIES OF PARTICIPANTS
CATEGORY A : INDIVIDUAL
CATEGORY B : TEAM PARTICIPANT
CATEGORY A :Every entrant will be ranked. In addition to the general ranking, there will be
placing for :
• females,
• veteran M1 (aged 40 - 49),
• veteran M2 (aged 50 - 59),
• veteran M3 (aged 60 - 69),
• veteran M4 (aged 70 - 79),
• veteran W1 (aged 40 to 49),
• veteran W2 (aged 50 to 59),
• veteran W3 (aged 60 to 69),
• veteran W4 (aged 70 to 79).
Classification is based on year of birth.
CATEGORY B : TEAM PARTICIPANT
A team is made up of at least three runners. To remain in the race, all three members of the
team must complete the race. However each member is recorded as an individual in the general
ranking.
ART. ５：参加カテゴリー
カテゴリーＡ：個人エントリー
参加者全員に順位が付きます。総合順位の他に、
• 女性・男性ベテラン M1（40～49 歳）

• 男性ベテラン M2（50～59 歳）

• 男性ベテラン M3（60~69 歳）

• 男性ベテラン M4（70~79 歳）

• 女性ベテラン F1（40～49 歳）

• 女性ベテラン F2（50~59 歳）

• 女性ベテラン F3（60~69 歳）

• 女性ベテラン F4（70~79 歳）

の各部門でも順位が付きます。ベテランの分類基準は誕生年に基づきます。
カテゴリーＢ：チームエントリー
３名以上でチームとして参加できます。チームとしてレース記録に残るためには、メンバーのうち３名が完走しなければ
なりません。しかし、チームエントリーの場合でも、各選手には個人記録をもとに総合順位が付きます。
ART. 6 : PROGRAM OF THE RACE
06 April: Departure for Morocco*, arrival, transfer bivouac.
07 April: Technical, administrative and medical formalities.
08 to 13 April: Timed stages with food self-sufficiency.
14 April: Timed, "Solidarity" stage with food self-sufficiency
15 April: Free day
16 April: Return to France.*
*Competitors not using the Paris flight may have to arrive a day earlier and return a day later
depending on flight connections.
ATLANTIDE ORGANISATION Internationale reserves the right to modify:
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• the regulations of the 33rd MARATHON DES SABLES,
• the aspect of the course (see ART. 21),
• the place and destination in case of forces beyond our control: weather, cataclysm, armed
conflict, invasion in any form, lock-out…
ART. 6：レース日程
４月 6 日（金）
7 日（土）

モロッコへ出発*、ビバーク（野営地）へ移動
テクニカルチェック、メディカルチェック（心電図など）

8 日（日）～13 日（金）
タイムランキングステージ：食糧自足
14 日（土）

Solidarity UNICEF ステージ：食糧自給自足
タイムランキングの対象となり参加が義務となります

15 日（日）

フリータイム

16 日（月）

フランスへ戻る*

*パリからのチャーター便（AOI 手配）を利用しない参加者は、チャーター便がモロッコに到着するよりも早く現地入りし、
帰りは飛行機の乗り継ぎの都合により 1 日遅くなる場合もあります。
AOI は、下記を変更する権利を有します。
• 第 33 回サハラマラソン 2018 のレギュレーション（大会規約）
• コース関連【ART.21 参照】
• 気象状況・天変地異・戦闘・あらゆる侵略行為・受け入れ拒否など、主催者の管理能力を超える事態が発生した
場合のレース開催場所。
ART. 7 : TECHNICAL, ADMINISTRATIVE AND MEDICAL VERIFICATIONS
These will take place on 07 April 2018.
Participants must present themselves to the race administrators and medical team responsible
for carrying out these verifications. He or she must imperatively have fulfilled his or her technical,
administrative and medical obligations (see ART. 24, 25, 27 & 28) before departure. At the
control point, an exact list of each participant's equipment must be established (i.e., compulsory
items, personal belongings, food and caloric value, etc.). The race stewards are authorized at
any time to check and supervise the participants' backpacks. Individual items of the participant's
equipment as referred to in the above list is strictly personal. Any items missing from the list,
whether thrown away, lost or stolen, shall be penalized. All competitors are responsible for their
own equipment and they must therefore inform the organization of any missing item, failing
which penalities could be levied (see ART. 27 and 28). Any found objects that remain unclaimed
after 24 hours shall be disposed of, except for telephones, cameras and batteries. Each
competitor is responsible for his/her own equipment.
During the race, none of the items in your backpack will be looked after by the organization.
ART. 7 :2018 年 4 月 7 日に実施するテクニカルチェック（荷物検査）とメディカルチェック（健康診断）
レースに参加できるか否かの最終判断は、大会本部ならびに医療チームのもとに出向き、書類審査、テクニカルチェック
（荷物検査）、健康診断【ART.24・25・27・28 参照】を受け、必要要件を満たしていなければなりません。この検査
段階で、各参加者は自身の装備リストを作成していなければなりません（例：必須品、私物、食糧など）。主催者
（AOI）は参加者のバックパックの中身をいつでもチェックしたり管理したりする権利を有します。各参加者の装備リスト

4

33rd MDS 2018

REGULATIONS 2018

に記載されたものは、厳密にその選手だけの物でなければなりません。リストに記載された物が紛失している場合は、廃
棄・紛失・盗難などに関わらず罰則の対象となります。従って、参加者は紛失物を主催者側に報告しなければなりません
【ART.27・28 参照】。主催者はその報告をもとに適切な罰則を課すことになります。24 時間経過しても持ち主が判明
できない紛失物は、携帯電話、カメラ、バッテリーを除きすべて処分されます。レース中、バックパックの中身に関して主催
者（AOI）は一切管理しません。各参加者は自分の装備品に責任を持ってください。
ART. 8 : IDENTIFICATION MARKS RESERVED BY THE ORGANIZATION
During the administrative and technical registration, the organisation will provide each
participant with:
• 2 breast plates bearing a number, approx. 18 cm x 16 cm
- one for upper part of the chest
- one for the back,to be attached to the backpack,
• a check-in card
• WAA Chrono Tag (3)
• a distress beacon SPOT
These ID marks must be worn by the participants throughout the race and positioned according
to the organization's indications, failing which penalties will be issued. The race stewards may
carry out checks at any time. It is formally forbidden to cover the organization's race numbers
with any other lettering. Each participant must ensure his/her ID marking is clear, entirely visible,
in good condition and in the proper place, under pain of penalty (see ART.27 and 28). The
organization will provide competitors with spare tags in case of damage or loss. The distress
beacon must be handed in at the end of the race. The loss of the distress beacon will incur a
fine of 100 euro (see ART. 27 and 28).
Each participant agrees to adhere strictly to this rule, subject to serious penalty in the case of
violation (see ART. 27 and 28).
ART. 8 : 主催者（AOI）発行の ID カード（ナンバーカード、チェックインカード）
レース前の書類審査と荷物検査の際、大会本部より各参加者に以下のものが手渡されます。
• ナンバーカード２枚
サイズ：約 18ｘ16ｃｍ 一枚は上着の胸部、もう一枚は後ろ（バックパック）につける
• チェックインカード（水の配給を受けたかなどをチェックするカード）
• WAA クロノタグ（計測チップ） 3 個
• 緊急用ビーコン 「SPOT」
参加者は ID カードをレース中、常に着用しなければならず、運営スタッフが随時チェックします。ナンバーカードに文字を
書き入れることは堅く禁じられています。参加者は各自で、カードがきれいに保たれているか、見やすいか、破れていないか、
正しい位置につけられているか、罰則の対象になっていないかどうか、を確認しなければなりません【ART.27・28 参照】。
大会主催者（AOI）は紛失や破損に備え、予備の計測チップを用意します。緊急用ビーコンは、レース終了後返却し
なければなりません。緊急用ビーコンを、紛失または破損させた場合、100 ユーロを支払わなければなりません
【ART.27・28 参照】。
参加者はセキュリティに関するルールを厳守し、違反した場合は厳しいペナルティーが課せられます。【ART.27・28 参照】
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ART. 9 : SPACE RESERVED FOR INDIVIDUAL SPONSORS
In addition to official ID markings, participants may use other available clothing space for
individual sponsors e.g. T-shirts (apart from the chest area exclusively reserved for race
number) shorts, socks, caps, backpacks, etc. However, the organization reserves the right to
prohibit sponsorship considered to be oversized or in direct competition with the organization's
partners or for any other reasons and which the organization does not have to justify.
The upper part of the chest area is reserved exclusively by the organisation for positioning your
race number. The race organizers will be very strict about where your ID is placed. Therefore,
think carefully about where to position your advertising and publicity on your tee-shirts and
backpacks.
ART. ９：個人スポンサーの広告スペース
公式ナンバーカードを着用した後の空きスペースには、参加者個人のスポンサー名を掲示することが出来ます。例：Ｔシ
ャツ（胸以外）、短パン、靴下、バックパックなど。ただし、広告が大きすぎる場合や、大会のパートナー企業と直接的な
競合状態にある企業の広告は、大会主催者（AOI）はそのスポンサーを禁止する権利を有します。
胸部のナンバーカードを付ける位置には、ナンバーカード以外のものを付けることはできません。大会主催者（AOI）は、
ナンバーカードの位置について非常に厳しくチェックします。従って、T シャツやバックパックに参加者個人のスポンサーの広
告を掲示する場合、広告を付ける位置について慎重に検討しなければなりません。
ART. 10 : STAGE START
Stage starts are grouped, except for :


the "non-stop" stage, where the leaders of the general and women's classifications will
start around 3 hours after the 1st start.



the "marathon" stage, where the last on the list will be the first to leave.

Each competitor must attend a briefing session with the race Director before the stage starts.
Participants must imperatively start at the time indicated by the organization, subject to
penalties (see ART. 28).
Before the start of each stage, the water distribution point is a compulsory check-point.
(see ART. 13 and 16).
ART. 10：各ステージのスタート
各ステージのスタートはグループ分けされます。ただし、
• 「ノンストップステージ」では、前日までのランキング上位のランナーと女性部門の上位者は、最初のスタートから約３
時間遅れでスタートします。
• 「マラソンステージ」では、タイムの遅い選手からスタートします。
各ステージが始まる前に、参加者はレースディレクターによるブリーフィング（説明会）に出席しなければなりません。各参
加者は大会本部（AOI）から指示された時刻にスタートすること。違反した場合にはペナルティーが課されます。
【ART.28 参照】
各ステージをスタートする前に、給水地点で必ず給水を受けてください。【ART.13・16 参照】
ART. 11 : LIAISON STAGES
Stage to be covered in a maximum authorized time of 10 hours. The marathon stage must take
a maximum of 12 hours.
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CP closing times are indicated in the road book. Anyone who has not reached a checkpoint
before the deadline will be disqualified (see ART. 27 & 28).
The Charity Stage is obligatory and counts as part of MDS. Any competitor who does not
participate or gives up this stage will be disqualified from MDS. Any penalties received shall be
included in the general race ranking. A finisher medal is awarded at the end of this stage.
ART.11：リエゾンステージ *CP＝checkpoint；チェックポイント
リエゾンステージ（「ノンストップステージ」や「マラソンステージ」以外のステージ）の制限時間は、最長で 10 時間。マラソ
ンステージの制限時間は、最長 12 時間まで認められています。CP の閉鎖時間（通過の制限時間）は、ロードブック
でお知らせします。これらの制限時間内に通過できない参加者は、失格となります【ART.27・28 参照】。
チャリティーステージへの参加は必須であり、サハラマラソン（レース）の一部とみなされますので、不参加参加もしくは放
棄した参加者は失格となります。課されたペナルティーは、総合順位の際に加算されます。チャリティ―ステージの終了後、
フィニッシャーメダルが授与されます。
ART. 12 : NON-STOP STAGE
Approx. 80 km stage to be held partly during the night and within a maximum authorized time
of 34 hours.
CP closing times are indicated in the road book. Anyone who has not reached a checkpoint
before the deadline will be disqualified (see ART. 27 & 28).
From CP4 onwards, competitors may set up bivouac where they like as long as they are on the
route axis and clearly visible. Participants will be informed of the latest departure time from CP4.
Headlamp turned on from 7 p.m.
ART.12 :ノンストップステージ

*CP＝checkpoint；チェックポイント

約 80ｋｍのノンストップステージは、夜を徹して 34 時間以内に完走しなければなりません。このステージでは、CP の閉
鎖時間（通過の制限時間）については、ロードブックに記載します。これらの地点を時間内に通過できなかった場合は
失格になります【ART.27・28 参照】。CP4 から先は、参加者がビバーク（野営地）を好きな場所に設置できますが、
その場合でもコースの軌道から外れず、はっきりと見えるところに設置してください。参加者は、CP４の出発時間を知らせ
なければなりません。午後７時以降はヘッドランプを付けたままにしておいてください。
ART. 13 : CHECK POINTS
The water distribution points at both the start and the finish line of each day's stage are
compulsory check-points. Check-points are located throughout the course of each stage of the
race. There are two to six check points depending on the length of the race and each competitor
must go through them, if not penalties will be applied (see Art 27 and 28). This allows the race
officials to record times and distribute water (see ART.16).
Medical assistance will be available at each check-point.
The closing times for each checkpoint will be indicated in the road book.
ART. 13 :チェックポイント（CP） *CP＝checkpoint；チェックポイント
毎日のスタート地点とゴール地点には給水所が設けられていますので、必ず通過しなければなりません。CP はレースの各
ステージのコース沿いに設けられています。各ステージの距離に応じて 2～6 か所設けられており、各参加者は全ての CP
を通過しなければなりません。通過していなかった場合にはペナルティーが課せられます【ART.27・28 参照】。CP を設置
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することで、大会本部ではタイム計測と水の配給が可能になります【ART.16 参照】。また、各チェックポイントでは医療支
援が受けられます。各 CP 通過の制限時間は、ロードブックに記載されます。
ART.14 : AT EACH ARRIVAL POST/BIVOUAC
An official time-keeper will take down the daily order of arrival for each competitor.
Obligatory checkpoints: water distribution and card punching.
The bivouacs will be pitched each day on previously chosen sites transformed into camping
grounds for the competitors; Numbered, 8-man tents attributed by nationality. Failure to adhere
to these numbers will incur a penalty (see Art. 27 and 28) Competitors may use their free time
to prepare for the night and get medical care, if necessary.
ART. 14 :到着地／ビバーク（野営地） *CP＝checkpoint；チェックポイント
各ステージの到着地点では、大会公式タイムキーパーが、ゴールした順に各選手のその日の順位付けをします。定められ
た CP では、水の補給を受けて、チェックインカードにパンチを入れてもらってください。ビバーク（野営地）では、参加者用
のキャンプ（休息・睡眠用）として、あらかじめ選定しておいた場所に毎日テントが張られます。テントには番号が振られ、
国別に８人で１つのテントを使用します。決められた番号のテントで寝泊まりしないとペナルティーが 課せられます
【ART.27・28 参照】。参加者は自由時間を使って就寝の準備をしたり、必要であれば医療支援を受けたりすることが
できます。
ART. 15 : RANKING
Each competitor's time is recorded in hours, minutes and seconds.
CATEGORY A: INDIVIDUAL
The daily race ranking is calculated by adding the time taken to run that stage of the race plus
penalties, if applicable.
CATEGORY B: TEAM
Each team's time will correspond to the average time taken by its members, including penalties.
CATEGORY A and B: TEAM
General ranking is calculated by adding together times for each stage of the race. Any claims
must be made in writing at the race and handed to the bivouac marshals (see Art. 27).
ART. 15 :ランキング
各参加者のタイムは時間・分・秒で記録されます。
カテゴリーＡ：個人エントリー
各日のランキングは、有効であれば（失格になったり棄権したりしなければ）その日走った時間と、ペナルティーがある
場合にはそれを加算して順位付けされます。
カテゴリーＢ：チームエントリー
チームの場合、各日のランキングは、チームの各メンバーがその日に走った時間と、ペナルティーがある場合にはそれを加
算した合計タイムから、チームの平均タイムを算出して順位付けされます。
カテゴリーＡ・Ｂ：チーム
総合順位は、レースの各ステージでのタイムを合計して算出されます。ランキングについて異議がある場合には、レース
中に書面で、ビバーク（野営地）の各テント担当スタッフに申し出なければなりません【ART.27 参照】。
ART. 16 : WATER SUPPLY
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The organization takes charge of supplying water to each competitor.
Water is typically distributed as follows.
Liaison stage: 10.5 litres per person per day
• 1.5 litres before the start each morning,
• 2 or 3 x 1.5 litres during the race, at check points,
• 4.5 litres at arrival post.
Marathon stage: 12 litres per person per day :
• 1.5 litre before the start in the morning,
• 1.5 litres at check-points 1 and 3,
• 3 litres at check-point 2,
• 4.5 litres at arrival post.
Non-stop stage: 22.5 litres per person over 2 days :
• 1.5 litres before the start of the race in the morning,
• 1.5 litres at check-points 1, 3, 6,
• 1.5 or 3 litres at check-points 2, 4 and 5,
• 4.5 litres at arrival post,
• 4.5 litres at the bivouac.
Water will be distributed on the competitor's bivouac each morning before the start of the race.
Distribution times will be posted up on the bivouac the night before (see Art. 13, 27 and 28).
Stamping of the water card is obligatory and the competitor's sole responsibility. Each
participant must manage his/her daily water intake as and when water is distributed and cannot
obtain further supplies at any other time.
Penalties will be given to competitors who abandon empty water containers along the route.
Facilities for handing in empty containers will be available at check points (see ART. 27 and 28).
Never leave without water. Should you get lost in the desert, water reserves could be vital.
ART. 16：水の支給 *CP＝checkpoint；チェックポイント
大会本部（AOI）は参加者全員に水（ミネラルウォーター）を供給します。供給量は以下の通り；
リエゾンステージ（30ｋｍ前後）：１人１日あたり 10.5 リットル（1.5 リットル×7 本）
毎朝スタート前に 1.5 リットル
• レース中の CP にて、1.5 リットルを２~３本
• ゴール地点で 4.5 リットル（1.5 リットル×３本）
マラソンステージ（約 42ｋｍ）：１人１日あたり 12 リットル
• 朝スタート前に 1.5 リットル
• レース中 CP１と CP３で各 1.5 リットル
• CP２で３リットル
• ゴール地点で 4.5 リットル
ノンストップステージ（約 80ｋｍ）：１人につき２日間で 22.5 リットル
• 朝スタート前に 1.5 リットル
• CP１・３・６で各 1.5 リットル
• CP２・４・５で各 1.5 または３リットル
• ゴール地点で 4.5 リットル
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• ビバークで 4.5 リットル
毎朝レーススタート前にビバーク（野営地）にて水が支給されます。支給時間は、前日の夜にビバークで知らされます。
【ART. 13・27・28 参照】
水の受け取り時に使用するカード（チェックインカード）の管理責任は参加者にあります。各自、いつ水が配られるかに
応じて上手に水をやりくりしてください。手に入る水は前述のみです。
空のペットボトルをコース上に捨てた選手にはペナルティーが課せられます。空のボトルは CP やビバークにある回収箱に入
れてください。【ART. 27・28 参照】
どこかに行くときは必ず水を携帯してください！もしも砂漠で迷った時、水の有無が命に関わることを忘れないでください。
ART. 17 : MEDICAL ASSISTANCE
A specially chosen medical team, specializing in sports and tropical medicine will be present
throughout the race with the use of assistance vehicles. It will be posted at check points and at
the finish line each day and will ensure that any participants who are suffering from physical or
mental exhaustion are brought back to the base camp. The medical team is allowed to remove
ID plates and to eliminate any participant they feel physically unfit to continue the race and/or
having received vital medical care. (See ART.27 and 28).
ART. 17：医療支援 *CP＝checkpoint；チェックポイント
大会本部が特別に編成した、スポーツと熱帯病の専門医療チームが救護車とともにレースに同行します。医療チームは、
毎日各 CP やゴール地点にも待機し、肉体・精神的に疲労の激しい参加者をベースキャンプに収容します。レースの続
行が難しいと判断される場合や、生命にかかわるような手当てを受けた参加者に関しては、医療チームが、その参加者の
ID カード（ナンバーカード、チェックインカード）を没収し、レースから退場させることができます。【ART.27・28 参照】
ART. 18 : DROPPING OUT / ELIMINATION
In no circumstances (and at the risk of having to pay the search costs involved) must any
competitor leave the race without informing the organization and signing an official discharge
provided by AOI. If a competitor abandons the race, he/she must notify the organiszation as
soon as possible and give his/her identification marks to one of the course stewards.
A team which has more than 3 members and where one member drops out or is disqualified
will result in the team receiving a one-hour penalty (see Articles 27 and 28).
In the case of a serious physical condition, repatriation may be arranged immediately.
If the competitor's physical condition is satisfactory, he or she shall be taken to Ouarzazate
within 48 hours maximum, after signing an official disclaimer supplied by AOI. While awaiting
transferral to Ouarzazate, the competitor shall automatically be taken care of and must hand
over his or her food to the organization.
In Ouarzazate, the organization will give the competitor his or her personal bag and provide
assistance to reserve a hotel if necessary. Accomodation and food shall be paid for by the
competitor.
A doctor will be available for consultations and referral to hospital or a nurse for treatment.
ART. 18：退場・棄権・脱落
レースを途中で棄権したい場合は、いかなる状況においても、参加者は大会主催者（AOI）に報告し、所定の棄権届に署
名（サイン）をしてから退場してください。報告なしに退場した場合は、捜索費用の全額を参加者が自己負担することになり
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ます。レースを棄権した場合、速やかに大会主催者（AOI）に報告し、レーススタッフにナンバーカードを返却のうえ、棄権者
であるマークを付けること。
３名以上のチームの１名が脱落または制限時間を超えたためにレースから離脱した場合、チームの結果に１時間のペナルティ
ーが加算されます。【ART. 27・28 参照】
健康状態が危険と判断された場合には、緊急帰還を手配します。
参加者の体調が良好であれば、大会主催者（AOI）所定の免責事項に署名（サイン）した後、48 時間以内に大会主
催者（AOI）の車でワルザザードまで移動し、レースが終わるのを待ちます。ワルザザードまでの移動を待つ間、各自が持参し
た食糧は大会主催者（AIO）に渡さなければなりません。大会主催者は、必要に応じてホテル予約などのサポートをしますが、
ホテルの宿泊費や食事は全て参加者の自己負担となります。

ART. 19 : GROUND ASSISTANCE
The organisation reminds all participants that the 33rd MARATHON DES SABLES is a race
through the Sahara where climatic and ground conditions can be extreme. Any outside
assistance is strictly prohibited. Replenishment during the race shall incur a minimum penalty
of 3 hours and possibly exclusion. If a competitor goes far off the race route, necessitating a
lengthy search, he or she will be excluded from the race and pay a € 200 fine (see ART. 27 and
28).
ART. 19：地上支援（外部からの物品供給）
第 33 回サハラマラソン 2018 は、気候や地理的な条件が非常に厳しいサハラ砂漠で開催されることを、参加者は十分
に認識してください。大会主催者（AOI）以外からの、いかなる外部支援も厳しく禁止されています。もし参加者がレー
ス中に、大会主催者（AOI）以外の誰かから支援を受けた場合、３時間以上のペナルティーが課せられ、失格になる
こともあります。レースコースから大幅に外れ、長時間の捜索を必要とした場合は、失格となり 200 ユーロの罰金となりま
す【ART.27・28 参照】。
ART. 20 : INSURANCE
An insurance policy covering medical evacuation is arranged by the organization for all entrants.
The policy covers the following:
• evacuation on medical grounds and corpse repatriation in the event of death: real costs
for all competitors to return to Morocco, mainland France, European Union member
countries and Switzerland. Competitors residing in countries not included in the above list
will bear the full costs of returning to home countries from the place of repatriation. They
are therefore strongly advised to take out personal insurance.
• necessary fees required for transport in case of death: 1,525 euro
• payment of medical expenses in Morocco for non-residents only: 15,000 euro.
All competitors take part in the full knowledge of the risks that may be incurred in this kind of
competition. Since competitors participate of their own free will, the organization is not
responsible for any incident or accident.
In accordance with the 1984 law on sport, the organizer is obliged to advise participants
to take out their own accident and death insurance.
ART. 20：保険
大会本部は、参加者全員に医療行為が必要な場合に備え保険をかけています。
保証内容は以下の通りです。
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• 治療及び死亡時の遺体搬送のための処置：選手がモロッコ、フランス本土、EU 加盟国ならびに、スイスへ戻るため
の実費。前記以外の国に住む参加者は、そこから（EU 加盟国ならびにスイス）各自の住む国まで戻る費用を自
己負担することになります。従って、各自の責任において任意の保険に入ることを強く勧めます。
• 死亡時の遺体搬送費用（上限 1,525 ユーロ）
• モロッコ以外からの参加者に限りモロッコ国内での治療費（15,000 ユーロ）
参加者は、レース中に起こりうるあらゆる危険を熟知の上、大会に参加してください。大会参加は各参加者の自由意思
によるものであり、健康状態の悪化により倒れたり、事故にあったり、事件に巻き込まれたりした場合には、大会主催者
（AOI）および日本事務局（株式会社フリーマン）は一切その責任を負いません（自己責任のもと、参加すること）。
1984 年に制定されたスポーツに関する法律に基づき、主催者は（AOI）は参加者に対して事故と死亡に関する
保険に加入することを勧める義務があります。※このレギュレーションをもって、その義務を果たしたことになります。
ART. 21 : WEATHER AND TERRAIN CONDITIONS
Average temperature in March/April :
• daytime 30° C,
• night time 14° C.
The route (approx. 250 kms) covers a wide variety of terrain. In the event of sand storm
lowering visibility to zero, competitors must stop in their tracks and wait for instructions by the
organizers.
ART. 21：気候と地形
３・４月の平均気温は
• 日中 約 30°C
• 夜間 平均約 14℃。
約 250 ㎞のコースには様々な地形が広がっています。視界がゼロになる程の砂嵐が発生した場合には、その場に留まり、
主催者（AOI）の指示があるまで動かないようにしてください。
ART. 22 : MARKINGS
The participants in the 33rd MARATHON DES SABLES must follow the route as marked by the
organizers, failing which penalties may be applied according to the particular stage. For liaison
stages, the course will be marked approximately every 500 metres. There are several natural
landmarks that will serve as additional points of reference.
Special NON-STOP stage and MARATHON: light beacons from CP3 to the finish line.
ART. 22：マーキング（コース目印）

*CP＝checkpoint；チェックポイント

第 33 回サハラマラソン 2017 の参加者は、大会本部によりマーキングされたコースに沿って進んでください。これに従わな
い場合、ステージによりペナルティーが課せられる場合があります。「リエゾンステージ」では約 500 メートル毎に目印が付け
られています。中には際立って特徴的な自然地形が目印になることもあります。
※注意：「ノンストップステージ」と「マラソンステージ」では CP3 からフィニッシュラインまで light beacon（ライトビーコン；
信号灯）がマーキングになります。
ART. 23 : ROAD BOOK
A road book will be compiled from the survey reconnaissance missions. The exact course will
remain secret and will only be revealed at the time of distributing the road books on 06 April. It
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will include various items of interest on the stages, support, etc. Competitors shall be penalized
they you do not have their roadbook during the race. (see ART. 28).
Each morning a briefing will be held relating to that day's stage by the organizers in French and
in English.
ART. 23： ロードブック
ロードブック（フランス語／英語）は、大会のコースディレクターによる厳格な調査に基づいて作成されます。正確なコー
ス内容は、レース前々日の 2018 年４月 6 日（金）の配布時まで公表されません。ロードブックには、各ステージの詳
細やサポート情報などの様々な情報が記載されています。レース中、ロードブックを携帯していない参加者には、ペナルテ
ィーが課せられます。【ART.28 参照】
毎朝、各ステージのスタート前に、大会主催者（AOI）からその日のレースに関する説明が、フランス語と英語により行
われます。※レース中の公用語は、フランス語と英語です。日本語によるアシスタントはありません。
ART. 24 : COMPULSORY EQUIPMENT FOR PARTICIPANTS
All of the obligatory equipment and personal belongings for each competitor (food, survival
equipment and Marathon kit, waist pouch...) should weigh between 6.5 kg and 15 kg. This
minimum/maximum weight does not include your daily water supply. Each participant will have
to fulfil the above obligations during the administrative and technical checks in Morocco (see
ART. 27 and 28).
Food :
Each entrant must provide his/her own food from 08 to 14 April inclusive.
He/she must select the type of food best suited to his/her personal needs, health, weather
conditions, weight and backpack conditions. We remind you that airlines strictly forbid
the carrying of gas (for cooking) on board either as hand luggage or otherwise. Each
competitor must have 14000 k/calories, that is to say a minimum of 2000 k/calories per
day, otherwise he/she will be penalised (see ART. 27 and 28). Any food out of its original
packaging must be equipped, legibly, of the nutrition label shown on the product
concerned. Any food out its original packaging must be equipped, legibly, of the nutrition
lable shown on the product concerned.
Gas stoves are strictly forbidden.
Mandatory equipment:
• backpack MDS or equivalent
• sleeping bag,
• head torch and a complete set of spare batteries,
• 10 safety pins,
• compass, with 1° or 2° precision,
• lighter,
• a whistle,
• knife with metal blade,
• tropical disinfectant,
• anti-venom pump,
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• a signalling mirror,
• one aluminium survival sheet,
• one tube of sun cream,
• 200 euro or equivalent in foreign currency
• passport of, for Moroccan residents, identity card
• original medical certificate provided by AOI, filled in and signed by the doctor
• original ECG and its tracing.
Marathon Kit:
It is supplied by the organisation and will include the following:
• a road-book issued on 06 april,
• Identification marks (see ART.8)
• salt tablets,
• sachets for the toilets
This Marathon kit will be issued during the technical and administrative checks in
Morocco.
A luminous stick will be issued at CP3 of the non-stop stage. The distress beacon must
be given back to the organization at the finish line.
ART. 24：参加者の必須装備
必須装備であるサバイバルギア他各自の所有物（食糧・マラソンキット・ウエストポーチなど）は、総合重量を 6.5～
15kg の範囲内に収めること。この最低／最高重量には、各日支給される水は含まれません。荷物に関して、各参加者
は以下の要件を、モロッコ現地で行われる荷物検査（テクニカルチェック）の際、必ず満たしていなければなりません。
【ART.27・28 参照】
食糧：
各参加者は、レース期間中（４月 8 日から 14 日）は、食糧を自給自足しなければなりません。各自の個人的
な嗜好・健康状態・気候条件・体重・バックパックの都合などを考えて、最適な食糧を自分で選ぶこと。
各参加者は、14,000 キロカロリー分の食糧を持参しなければなりません。つまり、１日最低 2,000 キロカロリーを
摂取しなければならないということです。これを守らない場合は、ペナルティーが課せられます【ART. 27・28 参照】。
パッケージのカロリーや栄養表示ラベルを見やすくしておいてください。※ガスコンロは使用禁止
サバイバルギア（必須装備）：
• MDS バックパック（または相当品）

• 寝袋

• 懐中電灯（ヘッドライト）とスペアの電池

• 安全ピン 10 本

• 精度の高いコンパス（１°か２°単位のもの）

• ライター（100 円ライターも可）

• ホイッスル（笛）

• ナイフ （アーミーナイフ）

• 熱帯地域向けの強力な消毒剤

• 毒素抽出用のスネークポンプ

• シグナル用の鏡

• アルミ製のサバイバルシート

• 日焼け止めクリーム１本

• 200 ユーロまたは相当する外国貨幣（日本円）

• AOI 指定の健康診断書（医師の署名、2018 年 3 月 6 日以降の日付が明記されたもの）
• 心電図（ECG）原本またはコピー（医師の署名、2018 年 3 月 6 日以降の日付が明記されたもの）
マラソンキット（大会主催者が配布）：
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• ロードブック（モロッコ現地にて４月７日配布）

• ID マーク【ART. 8 参照】

• ソルトタブレット（固形塩）

• トイレ用袋

上記のマラソンキットは、モロッコでテクニカルチェック（荷物検査）の際、配られます。照明スティックはノンストップス
テージ（約 80ｋｍ）の CP3 で渡されます。緊急用ビーコンはレース終了時、必ず大会本部に返却してください。
カロリー（Kcal）
レース中のカロリー摂取については、１日最低 2,000 キロカロリーは摂取すること。（表参照）
CALORIES（Kcal.） カロリー(キロカロリー)
Remainder of the minimum calories to be presented during the technical controls in Morocco.
モロッコでの荷物検査の際、最低限のカロリーについて提示しなければなりません。
DAY
日付

MORNING

DAY

朝の時点で所持しているべき

日付

カロリー

TECHNICAL

14,000 Kcal

CONTROL

※1st day から 7th day まで

荷物検査

の合計カロリー

1st day
レース初日
2nd day
２日目
3rd day
３日目

4th day

MORNING
朝の時点で所持しているべき
カロリー
8,000 Kcal

４日目
5th day

14,000 Kcal

５日目
6th day

12,000 Kcal

６日目
7th day

10,000 Kcal

７日目

6,000 Kcal
4,000 Kcal
2,000 Kcal

ART. 25: REGISTRATION, ENTRY FEES AND ADMINISTRATIVE OBLIGATIONS
CATEGORY A: INDIVIDUAL – 3,100 euro
The total cost of the entry fee does not include flights transfers.
This cost is variable, depending on where you enrol (see contact your official rep.)
If the organisation is not represented in your country,
contact inscription@marathondessables.com
The total cost of the entry fee includes:
• bus transfers,
• catering,
• bivouac,
• hotel accommodation (2 days half board),
• water throughout the race,
• repatriation insurance (see Art. 20)
• technical support,
• medical assistance,
• air and ground support,
• marathon kit,
• medal for finishers,
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• tee-shirt,
• certificate for finishers (downloadable 3 months after the race)
• official film of the race (downloadable 3 months after the race)
CATEGORY B: TEAM, per person 3,200 euro
Competitors who wish to set up an official team to be part of the team ranking system must
pay the registration fee plus 100 euro.
The entry fee covers the same services and obligations as for CATEGORY A, and also:
• mention of the team in the press pack,
• the team's official ranking,
• official ranking of each member of the team.
The name of the team and its members must be given at the time of registering.
ONLINE APPLICATIONS FOR INDIVIDUALS AND TEAMS
Given that the total number of participants is limited, the organization will only accept
applications when paper work is in good order and depending on places available.
1. PAYMENT SCHEDULE
1.1 UNTIL 31 DECEMBER 2016:
• Payment of minimum €500 of the registration fee by bank card (Europe only) or bank
transfer, cheques accepted only for French residents
• Competitor's general details
• The balance must be paid in 4 instalments according to the following timetable: 25% on
30/04/17, 30/09/17, 30/11/17 and 15/01/18.
• On 30 June 2016, the competitor's online administrative record must be complete. The
non-receipt of this information will incur penalties (see ART. 27 & 28)
1.2 IF PLACES AVAILABLE UP TO 30 APRIL 2017:
• Payment of minimum €900 of the registration fee by bank transfer, cheques accepted
only for French residents
• Competitor's general details
• The balance must be paid in 3 instalments according to the following timetable: 33% on
30/09/17, 30/11/17 and 15/01/18.
• On 30 June 2016, the competitor's online administrative record must be complete. The
non-receipt of this information will incur penalties (see ART. 27 & 28)
1.3 IF PLACES AVAILABLE UP TO 30 SEPTEMBER 2017:
• Payment of minimum €1,500 of the registration fee by bank transfer, cheques accepted
only for French residents
• The balance must be paid in 2 instalments according to the following timetable: 45% on
30/11/17 and 55% on 15/01/18.
• Competitor's general details and complete online administrative record. The non-receipt
of this information will incur penalties (see ART. 27 & 28)
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1.4 IF PLACES AVAILABLE UP TO 30 NOVEMBER 2017:
• Payment of minimum €2,000 of the registration fee by bank transfer, cheques accepted
only for French residents
• The balance must be paid by 15 January 2018.
• Competitor's general details and complete online administrative record. The non-receipt
of this information will incur penalties (see ART. 27 & 28)
2. WAITING LIST
If the number of places for the 2018 edition is reached, the organization will establish a waiting
list.
Competitors featuring on this list have two possible options:
1. If a place on the 2018 edition becomes free, his or her participation shall be validated,
provided the conditions for definitive registration are complied with (see ART. 25 of the race
regulations)
2. If no places become free on the 2018 edition, the application will transferred with a priority
to MDS 2019 following the conditions of the 2019 edition. Competitors who do not wish to take
part in MDS 2019 may cancel their application within a maximum of 3 months after they appear
on the waiting list. In this case, AOI will retain 10% of the application fee (dates and tariff
published in December 2017).
In order to feature on this waiting list, competitors must:
- Create an account on the online applications page
- Validate and make the first instalment: payment by bank card, only in Europe, or payment by
bank transfer within 8 days for all countries.
No other instalments shall be due as long as competitors remain on the waiting list.
3. IMPORTANT INFORMATION CONCERNING APPLICATIONS
All late payments shall be subject to a surcharge of €150.
All payments should be made to ATLANTIDE ORGANISATION Internationale. For bank transfers,
any bank charges shall be at the payer's expense.
The organization reserves the right to refuse a competitor's application without giving any
reason.
In case of cancellation, competitors partially or fully registered on the current edition may not
be replaced by another individual. Applications are name-specific.
ADMINISTRATIVE FILE
Mandatory documents to transfer to the organisation via the "MDS online applications"
system:
• all information regarding the competitor's identity, contact details, etc.
• photocopy of current valid passport , in .jpeg or .png format. It must be valid for at least
3months from athe date of entry into Morocco.
• 1 ID photo (3.5 cm wide and 4 cm high in .jpeg or .png format)
• in case of long-term treatment for chronic illness, a letter addressed to the Medical
Manager, sent by post to:
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AOI - BP 20098 -10002 TROYES Cedex - FRANCE or by email to
news@marathondessables.com
• press form
• hotel form
MEDICAL FILE
The organization's medical certificate (downloadable), the resting electrocardiogram (ECG)
report plus graph, dated less than 30 days before the start of the race, i.e. after 07 March 2017,
are to be presented during the administrative, technical and medical checks on 08 April 2017.
Only the original documents, dated and signed, will be accepted (photocopies not valid). Failure
to present these documents will incur penalties (see ART.27 et 28).
ART. ２5：レジストレーション（エントリー登録）とエントリー料、管理義務
カテゴリーＡ：個人参加

3,100 ユーロ

参加費に航空機による移動費は含まれません。
これは、出場登録する国により違います。（自国の事務局に問い合わせをしてください）
お住まいの国や地域に事務局がない場合は、inscription@marathondessables.com までお問い合わせください。
参加費用に含まれるもの
• モロッコ現地でのバス移動
• ケータリング（レース中の食糧は含まれません）
• ビバーク（レース中の野営キャンプ）
• Ouarzazate（モロッコ・ワルザザード）のホテル宿泊費用（2 泊 1 日 2 食付）
• レース中支給される水
• フランス又はヨーロッパへの緊急帰還保険料【ART.20 参照】
• テクニカルサポート
• 医療支援
• 空と地上からのサポート
• マラソンキット
• 完走メダル
• 記念Ｔシャツ
• 完走証（レース終了後３か月間ダウンロード可）
• 公式記録映像（レース終了後３か月後ダウンロード可）
カテゴリーＢ：チーム参加

１人あたり 3,200 ユーロ

チームで参加を希望する方は、個人参加費用の 3,100 ユーロに加え 100 ユーロが必要となります。
参加費用に含まれるものは カテゴリーＡ に含まれるものと同じですが、それ以外に下記のサービスが含まれます。
• 報道発表用資料にチーム名が記載されます
• チームの公式順位
• チームメンバーの公式個人順位
チーム名ならびにチームを構成するメンバーの名前をオンライン登録時に必ず提出してください。
個人並びにチーム参加のオンラインによる参加申し込み
参加者数が限られているため、大会本部は先着順、空き状況に応じて参加登録の受付をします。
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個人参加およびチーム参加のためのオンライン登録
参加者数には定員があるので、大会主催者（AOI）は、簡単にやりとりできる場所からであれば、紙でのエントリーも認
めます。※日本からはオンライン登録のみ。
1.支払スケジュール
1-1 2016 年 12 月 31 日まで
• 500 ユーロ以上をバンクカード（ヨーロッパ圏）または、海外送金（ヨーロッパ圏以外）によって支払う
• 参加に必要な個人情報の入力（オンライン登録）
• 残りのエントリー料を 4 回に分けて支払う（海外送金）
それぞれの支払期限は：
① 2017 年 4 月 30 日

②2017 年 9 月 30 日

③2017 年 11 月 30 日

④2018 年 1 月 15 日

• 2017 年 6 月 30 日までにオンライン登録を完了させなければなりません。期日までに完了していない場合は
ペナルティーが発生します【ART.27・28 参照】。
1-2 2017 年 4 月 30 日時点でエントリー枠に空きがある場合
• 900 ユーロ以上を海外送金によって支払う
• 参加に必要な個人情報の入力（オンライン登録）
• 残りのエントリー料を 3 回に分けて支払う（海外送金）
それぞれの支払期限は：
① 2017 年 9 月 30 日

②2017 年 11 月 30 日

③2018 年 1 月 15 日

• 2017 年 6 月 30 日までにオンライン登録を完了させなければなりません。期日までに完了していない場合は
ペナルティーが発生します【ART.27・28 参照】。
1-3 2017 年 9 月 30 日時点でエントリー枠に空きがある場合
• 1,500 ユーロ以上を海外送金によって支払う
• 参加に必要な個人情報の入力（オンライン登録）
• 残りのエントリー料を 2 回に分けて支払う（海外送金）
それぞれの支払期限は：
① 2017 年 11 月 30 日

②2018 年 1 月 15 日

• 2017 年 6 月 30 日までにオンライン登録を完了させなければなりません。期日までに完了していない場合は
ペナルティーが発生します【ART.27・28 参照】。
1-4 2017 年 12 月 30 日時点でエントリー枠に空きがある場合
• 2,000 ユーロ以上を海外送金によって支払う
• 参加に必要な個人情報の入力（オンライン登録）
• 残りのエントリー料を 2018 年 1 月 15 日までに支払う（海外送金）
• 速やかにオンライン登録を完了させなければなりません。
期日までに完了していない場合は、ペナルティーが発生します【ART.27・28 参照】。
2. ウェイティングリスト（キャンセル待ち）
第 33 回サハラマラソン 2018 の参加者が、定員（1,300 人）になった場合、主催者はウェイティングリストを作
成します。ウェイティングリストに登録した場合、２つの可能性があります。
１）参加枠に空きが出た場合（誰かが出場をキャンセルした場合）、ウェイティングリストに登録された順に、出場が認
めめられます【ART.25 参照】
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２）参加枠に空きが出なかった場合、翌年の大会（第 34 回サハラマラソン 2019）へ、優先的に参加できます。翌
年の大会に参加を希望しない場合は、3 ヵ月以内にその旨を主催者（AOI）に申し出れば、事務手数料として参加
費の 10％を差し引いた金額を返金します。
ウェイティングリストの登録希望者は、下記の手続きを行ってください。
• オンライン登録で自分のアカウントを作成し、必要事項を入力
• 初回の支払いを済ませる
ヨーロッパ圏のみバンクカードでの支払いが可能
ヨーロッパ圏以外の国や地域の希望者は、８日前までに銀行振込（海外送金）で支払う
残りのエントリー料については、エントリーが確定するまで支払う必要はありません。
3. オンライン登録に関する重要事項
※支払が遅れた場合には 150 ユーロの追加料金が課されます。
支払は全て、主催者である ATLANTED ORGANISATION Internationale（AOI）宛てに支払ってください（日
本からは、海外送金による支払のみ）。
※大会本部は理由を開示することなく、参加申込みを拒否する権利を有します。
第 33 回サハラマラソン 2018 に参加申込みをしている人がキャンセルする場合、他の人が変わりに参加の権利を得るこ
とはできません（オンライン登録した本人以外の第三者に、参加の権利を譲渡することはできません）。
運営管理上必要な書類
大会申込みに必要な書類は、「MDS オンライン・アプリケーション・システム」を通して大会主催者（AOI）にデータ
を送ってください。※全てオンライン（パソコン）上での操作となります。
• 参加者の個人情報（氏名・住所・連絡先・生年月日など）
• 有効なパスポートのコピー（jpg もしくは png 形式）モロッコ入国時に３ヵ月以上の有効期限が必要
• 証明写真（横 3.5ｃｍｘ縦 4ｃｍのパスポートサイズ jpg もしくは png 形式）
• 慢性疾患で長期にわたり医師の治療を受けている場合には、大会本部の医療責任者宛に英語で「病名、治療法、
処方薬」を書いた手紙を主治医に書いてもらい、大会本部に提出してください。
郵送の場合、宛先は
AOI-BP 20098-10002 TROYES Cedex, FRANCE
メールの場合は inscription@marathondessables.com
• プレス向けの情報
•（レース終了にモロッコ・ワルザザードで宿泊する）ホテル用の情報 ※2 人 1 室なので同室希望者がいるかどうか
医療に関する書類：
信頼できる医療機関の健康診断書（AOI 指定用紙：英語もしくはフランス語で記入）および心電図を、レースス
タート日以前 30 日以内（2018 年 3 月 6 日以降）のレース開始前日に行われるメディカルチェック（2018 年
4 月 7 日）の際に提示しなければなりません。
書類は全て原本で、日付、医師の署名のあるものでなければなりません。これら書類の提出がない場合にはペナルティ
ーが課せられます【ART.27・28 参照】
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to
view it.">news@marathondessables.com
このメールアドレスはスパムブロック機能で保護されています。アドレスを確認するには、JavaScript を有効にする必
要があります

news@marathondessables.com
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ART. 26: FORFEITURE CANCELLATIONS
Enrolment cancellations and requests for refunds must be made in writing by registered post in
order to avoid any misunderstanding.
Cancellation refunds will be made on the following basis:
• Deposit of 500 euro will be retained for processing fee in the event of cancellation until
30/04/17.
• 25% of the full enrolment fee will be retained by the organisation in the event of cancellation
between 01/05/17 and 30/09/17.
• 40% of the full enrolment fee will be retained by the organisation in the event of cancellation
between 01/10/17 and 30/11/17.
• 60% of the full enrolment fee will be retained by the organisation in the event of cancellation
between 01/12/17 and 15/01/18.
Beyond 15/01/18 midnight no request for reimbursement will be honoured.
In the event of cancellation, AOI undertakes to reimburse amounts received by bank transfer,
according to the above mentioned criterias.
Important: AOI strongly recommends that each competitor take out personal
cancellation insurance. This is the competitor's choice.
ART. 26：キャンセル料
キャンセルおよび払い戻しの請求の際は、間違いの無いよう必ず書面（メールもしくは手紙；フランス語もしくは英語のみ
受付）にて行ってください。又郵送は必ず書留郵便にてお願いします。
キャンセル料は下記の通りです。
期 間

キャンセル料

• 2017 年 4 月 30 日まで

デポジット分の 500 ユーロ

• 2017 年 5 月 1 日～2017 年 9 月 30 日

エントリー料の 25％

• 2017 年 10 月 1 日～2017 年 11 月 30 日

エントリー料の 40％

• 2017 年 12 月 1 日~2018 年 1 月 15 日

参加費の 60％

• 2018 年 1 月 15 日の以降のキャンセルは、返金なしになります。
キャンセルの申し出があった場合、主催者（AOI）は上記の期日とキャンセル料を照らし合わせ、キャンセル料を差し引
いた金額を払い戻します。
重要：主催者（AOI）は、参加者に申し込みの時点で「旅行費用補償」保険の加入を強くお勧めします。これは、
参加者自身の選択（自己責任）になります。
ART. 27 : MISCONDUCT AND PENALTIES
Administrative process
Any competitor whose information is incomplete in the online applications process on
30/09/2017 will incur a 30-minute penalty (ser ART. 28). AOI allows a maximum of 30 days to
complete the online administration details. After 31/10/2017, the application of competitors
who have still not provided complete information will be cancelled (see ART.26, ART.28)
Technical and administrative checks
If a participant is more than 30 minutes late for these checks on 07 April he/she will be penalised
by the length of time of his/her lateness.
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If a participant does not submit proof of having all his/her mandatory equipment, he/she will
be disqualified. Failure to respect the minimum or maximum weight of equipment will also result
in a penalty (see ART. 28).
Medical file
At the medical check-ups in Morocco on 7 April 2018, competitors must present the
organization's medical certificate and his or her resting electrocardiogram with tracing. These 2
documents must be signed and dated at least 30 days before the start of the race, i.e. after 6
March 2018. Competitors who do not fulfil this obligation shall not be able to start the race.
However, such competitors shall be able to participate after an examination by the
organization's doctors and subject to their approval. Each of these documents can be produced
in the bivouac for a fixed fine of 200 euro to be paid in cash on the spot. A penalty of one hour
per missing document shall be applied (see ART. 28).
List of personal belongings
Competitors abandoning one or several elements of his or her personal equipment should inform
a bivouac official. Competitors who cannot justify at any check point the absence of any personal
item will be severely penalized (see ART. 28).
Food
14000 compulsory k/calories. When spot-checks are made, any competitor unable to present
the minimum 2000 k/calories per day during the race will receive a 2 hour penalty (see ART.
28).
ID markings
In the event of loss or damage to ID markings, race officials must be informed immediately, or
a penalty will be applied. Competitors failing to wear their ID marking may risk disqualification
from the race (see ART. 8, 9 and 28).
The loss of the transponder will incur a fine of 70 euro (see ART. 28). The loss of the distress
beacon will incur a fine of 100 euro (see ART. 28). Tampering with ID markings will result in
the participant's immediate disqualification (see ART. 28).
Start of race
Competitors who fail to be present at the starting line when each stage begins will be penalized
by the time equivalent to the delay. Exceeding 30 minutes, the competitor will be disqualified
and his/her ID markings will be handed over to the steward (see ART. 28).
At the non-stop stage, if the start order is not respected, a three-hour penalty will be given.
Check posts / Time-checking
At each stage start line, finish line, and on the route, time-checking is obligatory at the check
posts and is the responsibility of the competitor.
If a competitor arrives up to 30 minutes late at the check-point before the start he/she will
receive a 30 minute penalty. If more than 30 minutes late, the competitor will no longer be
registered and will be penalized for failure to check-in. The first infraction will result in a one
hour penalty, the second infraction a two hour penalty and the third time elimination from the
race (see ART. 28).
Maximum authorized time
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Any competitor who exceeds the maximum authorized time for each stage shall be disqualified
and must return their bib to the steward. Any competitor who arrives at a CP after the deadline
shall be disqualified (see ART. 28).
Distress beacon / Torch / Luminous signal sticks / Number bibs
The following penalties apply during the stages (see ART. 28):
• 1 hour for the use of a distress beacon without a valid reason,
• 30 minutes for a headlamp not turned on after 7 pm,
• 30 minutes for lack of luminous signal sticks after 7 pm.
• 30 minutes for number bibs not visible.
Withdrawal / Elimination
Any participant withdrawing from the race must notify an organization official as soon as
possible. Withdrawal by one team member in a team of more than 3 members will result in a
one hour penalty for that team, provided of course that at least 3 people remain in the race
(see ART. 28).
Doping
Any use of illicit drugs by a participant noted by the medical team will result in the elimination
of that person from the race (see ART. 28).
Land and medical assistance
Any form of outside assistance is strictly forbidden.
Fraudulent outside assistance supplying food or drink to a competitor shall incur a penalty
ranging from three hours to expulsion from the race. Any long searches brought about by
excessive deviation from the route will lead to exclusion from the race and a € 200 fine (see
ART. 28).
The use of transportation, either with 2 or 4 wheels will result in elimination from the race. The
receiving of extra water in particular instances (due to lack, loss or leaking bottle), and with the
agreement of the race stewards or on the advice of the medical team, will result in a 30 minute
penalty the first time, one hour the second time and disqualification from the race on the third
occasion.
Vital medical assistance (i.e. rehydration, plaster cast etc.) will result in a two hour penalty the
first time, and elimination from the race on the second occasion.
Behaviour
Any inappropriate or harmful behaviour may incur serious penalties (see ART. 28).
Mobile phones must not be used in the bivouac or at the CPs (see ART. 28).
Water and environment
Any water container found on the race route will incur a penalty (see ART. 28).
The throwing away of any food packaging or other items on the race route is strictly forbidden
and will be penalized (see ART. 28).
Bivouac
Tents are numbered and attributed by nationality.
Competitors must, without fail, stay in the tents reserved for them. Failure to adhere to the
numbers attributed will incur a penalty (see ART.28).
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Complaints
All complaints from competitors must be addressed to the Race Director in writing.
▪During the race
▪It should be handed over to the head of the competitors' bivouac. Replies issued within
48 hours.
▪After the race
▪on 15 April, at Ouarzazate, to the competitors information point (see road-book)
▪after 15 April and until 30 April, to AOI - BP 20098 - 10002 TROYES Cedex - FRANCE. Email : news@marathondessables.com
ART. 27：不正行為とペナルティー
オンライン登録の管理
オンライン登録で申し込み手続きをした参加者で、2017 年 9 月 30 日時点で登録（入力）に不備がある場合には、
30 分のペナルティーが課せられます。【ART. 28 参照】
それ以降 AOI は、最長 30 日間猶予を設けますが、2017 年 10 月 31 日以降オンライン登録を完全に済ませていな
い（不備がある）参加者の登録は取り消されます。
書類審査とテクニカルチェック（荷物検査）での不備
書類審査とテクニカルチェック（2018 年 4 月 7 日）に 30 分以上遅刻した参加者は、遅刻した時間分がペナルティー
として課せられます。また、参加者が全ての必須装備品を持っている証明を提出しない場合は、失格となります。荷物の
最軽量／最重量（6.5~15ｋｇ）を守らない場合にも、ペナルティが発生します【ART.28 参照】。
医療に関する書類
2018 年４月 7 日にモロッコで行われるメディカルチェックの際、主催者（AOI）指定の Medical Certificate （健
康診断書）及び心電図（ECG）の原本またはコピーを提出しなければなりません。これら２つの書類には 30 日以内
のに日付（2018 年３月 6 日以降）と医師の署名が必要です。書類が揃っていない、もしくは書類に不備がある参加
者は、レースに参加することはできません。しかし、その場で大会本部の医師の診断を受け、承認されれば参加は可能で
す。書類は 200 ユーロを現金で払えばビバークで作成します。書類の不備は、１件につき１時間のペナルティーが課さ
れます。【ART.28 参照】
個人の持ち物リスト
自分の持ち物の中から何かを捨てたい場合には、ビバーク（野営地）の責任者に申し出ること。CP において、持ち物の
いずれかが紛失し、正当な理由が述べられない場合は、ペナルティーが課せられます。【ART.28 参照】
食糧
規定 合計 14,000 キロカロリー
レース中は、抜き打ち検査があります。１日につき最低 2,000 キロカロリー分の食糧を提示できない場合、２時間のペ
ナルティーが課されます。【ART.28 参照】
ID マーク（ナンバーカード、チェックインカード）
大会本部より渡されたナンバーカードを紛失または損傷した場合は、直ちに大会本部に知らせてください。さもなければペ
ナルティーが課されます。ナンバーカードを着用していない参加者は、失格となる場合もあります【ART. 8・9・28 参照】。
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タイム計測用チップを紛失または破損した場合、70 ユーロを支払わなければなりません【ART.28 参照】。緊急用ビーコ
ンを紛失または破損した場合、100 ユーロを支払わなければなりません。
ナンバーカードに何らかの変更や加工を加えた場合は、直ちにレースから退場させられます【ART.28 参照】。
レースのスタート：
スタート時、名前とナンバーが呼ばれた時点でスタートラインにいない参加者は、遅れた時間分のペナルティーが課せられ
ます。30 分以上の遅刻は失格となります。失格となった場合は、ナンバーカードをレーススタッフに返却してください
【ART.28 参照】。「ノンストップステージ」でスタートの順番を守らなかった場合、３時間のペナルティーが課されます。
CP（チェックポイント）／タイムの計測：
各ステージで、参加者はスタートライン、ゴールラインそしてレース中の CP においてもタイムの計測を受けなければなりませ
ん。参加者は自己責任のもと、計測を受けてください。各 CP の制限時間に遅刻した場合、30 分以内であれば 30 分
のペナルティーが課せられます。制限時間を 30 分以上越した場合、登録は受け付けられず、計測しなかったものと見な
されてペナルティーが課せられます。１回目は１時間、２回目は２時間のペナルティーが課せられ、３回でレースから退
場させられます。【ART.28 参照】
制限時間：
各ステージごとに決められた制限時間内に完走できなければ失格となります。その場合は、レーススタッフに ID カード（ナ
ンバーカード、チェックインカード）を返却してください。「ノンストップステージ」のＣＰ3・４・６、または「マラソンステージ」の
CP3 を制限時間内に通過できなかった場合には失格となります。【ART.28 参照】
緊急用ビーコン／ヘッドランプ／蛍光スティック／ナンバーカード
各ステージのレース中、下記の内容に反した場合にはペナルティーが課せられます【ART.28 参照】
• 正当な理由なく緊急用ビーコンを使用した場合は１時間のペナルティーが課せられます。
• 午後７時以降にヘッドランプをつけなかった場合 30 分のペナルティーが課せられます。
• 午後７時以降に蛍光スティックを点灯しなかった場合 30 分のペナルティーが課せられます。
• ナンバーカードが見えなかったり、見にくかったりした場合には 30 分のペナルティーが課せられます。
棄権／失格
レースを棄権する場合は、直ちに大会本部に申し出ること。
３人以上で構成されたチームでは、メンバーが 1 人棄権するごとに、チームに１時間のペナルティーが課せられます。また
少なくとも３人以上は完走しなければなりません。【ART.28 参照】
ドーピング
医療チームにより、不法薬物の使用が認められた選手は、レースから退場させられます【ART.28 参照】
地上支援／医療支援
レース中、いかなる形でも外部から支援を受けることは堅く禁じられています。
外部から食べ物や水を不正に受けた場合には、３時間のペナルティーが課せられ、退場になる場合もあります。コースか
ら大きく外れ、長時間にわたる捜索が必要になった場合には、レースから退場させられるとともに 200 ユーロの罰金が課さ
れます【ART.28 参照】。
２輪又は４輪の車両で移動した場合には即退場となります。医療支援（給水・絆創膏の提供など）を受けた場合に
も、１度目は２時間のペナルティー、２度目は退場となります。
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ペットボトルの不足、紛失、水漏れなどによる異常事態、レーススタッフの同意または医療チームの勧めで追加の給水を
受けた場合は、１回目 30 分のペナルティー、２回目１時間のペナルティー、３回目は失格となります。
重大な医療支援（［経口・点滴などによる］水分補給、輸血、ギプスの装着など）を受けた場合、1 回目は 2 時間、
2 回目は失格となります。
行為
不適切で害になるような行為はペナルティーの対象になります。【ART.28 参照】
ビバーク（野営地）または各 CP（チェックポイント）における携帯電話の使用は禁じられています。【ART.28 参照】
水と環境保全
コース上で、ペットボトルが発見された場合、ペナルティーが課されます。【ART.28 参照】
食糧袋などのゴミをコース上に捨てることは厳しく禁じられており、ペナルティーが課せられます。【ART.28 参照】
ビバーク
各テントには、大会本部により番号が付けられ、国別に振り分けされます。参加者は必ず事前に振り当てられたテントで
寝泊まりすること。決められた番号のテントで寝泊まりしない場合は、ペナルティーが課せられます。【ART.28 参照】
不服の申し立て
参加者による不服の申し立ては書面（フランス語または英語）にてレースディレクターに提出してください。
・レース中
参加者が寝泊りする各テントの責任者に書面を手渡してください。48 時間以内に回答します。
・レース後
４月 15 日はワルザザード（Ouarzazate）のインフォメーションにて受け付けます【ロードブック参照】
４月 16 日～４月 30 日までに大会主催者（AOI）に書面、またはメールにて送付
宛先： AOI BP20098-10002, TROYES Cedex, FRNCE
メール： news@marathondessables.com

ART. 28 : RECAP OF PENALITIES
No.

ペナルティー要約

REASON FOR PENALTY

ELIMINATION

TYPE PENALTY

ペナルティ事案

失格・退場

課せられるペナルティー

Online applications process incomplete on
1

30 MINUTES

30/09/2017
2017 年 9 月 30 日までに

30 分

オンライン登録を完成させなかった場合
Online applications precess incomplete on
2

X

31/10/2017
2017 年 10 月 31 日までに

出場不可

オンライン登録の不備を正さなかった場合
More than 30 minutes delay at
3

EQUAL TO LATENESS

admin/tech check in
荷物検査、健康診断への 30 分以上の遅刻

遅れた時間分
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X

Non submission of AOI medical certificate

IF MEDICAL

and/or ecg report at rest

REFUSAL

4

医療チームが拒否した

AOI 指定の健康診断書、心電図の未提出

5

場合即失格

No MDS backpack or equivalent

1H PER DOCUMENT
200 ユーロ支払い
かつ許可された場合
書類 1 通につき１時間

X

MDS バックパックまたは、相当品の不使用

即失格

No sleeping bag, compass with 1° or 2°
6

€200 FINE +

3H

precision
寝袋、１°もしくは２°単位のコンパスの不携帯

３時間

Non submission distress flare, road book,
salt tablet, 2,000 calories/day, aluminium

2H

survival sheet
7

必須装備、ロードブック、ソルトタブレット、１日最
低 2,0000 カロリーの食糧、アルミ製サバイバル

２時間

シートの不携帯
Non submission 10 safety pins, knife
with metal blade, whistle, antiseptic,
mirror, aspivenom pump, headlpmp +

1H

batteries, check-in card, lighter, sun
8

cream, 200 €
安全ピン 10 本、ナイフ、ホイッスル（笛）、消毒
剤、鏡、鎮痛・解熱剤、スネークポンプ、懐中電灯

１時間

と予備の電池、チェックインカード、ライター、200
ユーロの不携帯
9
10
11

Bag weight not respected

1H

荷物の重量違反

１時間

Piece of personal equipment missing

30 MINUTES

持ち物の紛失

30 分

No bib
ビブ（ナンバーカード）の未着用
Failure to respect ID markings and their

12

positioning
ID カード（ナンバーカード、チェックインカード）

２回目で失格

１回目は警告

３回目で失格

Tampering with ID

X

ID カードの不正改ざん

即失格

Lateness at start of stage not excedding
14

1st / WARNING

3rd/X

の不敵切な装着
13

2nd / X

1st / WARNING
2nd / 30 MINUTES
１回目は警告
２回目は 30 分

EQUAL TO LATENESS

30 minutes
各ステージのスタートに遅刻（３０分以内）

遅れた時間分
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Lateness of more than 30 minutes at
15

X

departure of stage
各ステージのスタートに遅刻（30 分以上）

16
17

即失格

Exceeding maximum allowed time

X

制限時間の超過

即失格

Out of time CP

X

CP（チェックポイント）の制限時間切れ

即失格

No check in at check poit

3rd / X

18
CP での計測なし（計測漏れ）

３回目で失格

Out of time departure check point (water
19

CP（チェックポイント：給水所）の出発時間制

コースのマーキングから

30 分

Unjustified use of distress flare or beacon

1H

緊急用ビーコンの不正（不適切）使用

１時間

Headlamp turned off, lack of luminous

30 MINUTES

signal sticks, number bibs not visible
ヘッドランプの無灯、照明スティックの不使用、ナ

30 分

ンバーカード見えない（見えにくい）
23

Withdrawal

X

棄権

即退場

Abandon of team member for team of 3+
24

1H

members
チームメンバーが１人棄権・退場するごとに

１時間

Abandon of team member leaving team
25

DISQUALIFICATION

short (less than 3)

OF TEAM

チームメンバーのレース続行者が 3 人以下になっ

チームとして失格

た場合
26

DISQUALIFICATION

Doping / use of transportation

OF TEAM

ドーピング、移動手段の利用
27

２回目は２時間

30 MINUTES

respect of starting procedure
外れて走った（歩いた）場合

22

１回目は１時間

30 分

Failure to follow the markings , non-

21

2nd / 2 H

30 MINUTES

distribution point)
限切れ

20

1st/ 1 H

チームとして失格

Ground assistance

X MAXIMUM

3 H MINIMUM

地上支援

最大で即失格

少なくとも３時間

28

33rd MDS 2018

REGULATIONS 2018

Receiving of extra water

3rd / X

28
規定外の水の補給

３回目で失格

１回目は２時間

X

200 EURO

コースから外れる

即失格

200 ユーロの支払

Water and environment

3rd / X

Wandering far off course

水と環境

３回目で失格

2nd/ 1 H
１回目は３０分
２回目は１時間
2nd / 1 H

AOI によって決められたテントで

１回目は３０分

寝泊りしなかった場合

２回目は１時間

Loss of distress beacon

100 EURO

緊急用ビーコンの紛失

100 ユーロの支払

Inappropriate or harmful behaviour
34

1st / 30 MINUTES

1st / 30 MINUTES

Failure to respect tents reserved by AOI

33

２回目は１時間

２回目で失格

生命に関わる医療支援

31

32

１回目は３０分

1st / 2 H

（点滴・輸血・ギプスの装着など）
30

2nd / 1 H

2nd / X

Vital medical assistance
29

1st/ 30 MINUTES

2nd / X

不敵切または有害な行為

２回目で退場

1st / 1 H
１回目は１時間

ART. 29 : PHOTO COVERAGE
ATLANTIDE ORGANISATION Internationale reserves all exclusive rights for photo coverage of
the 33rd MARATHON DES SABLES. Participants must agree that ATLANTIDE ORGANISATION
Internationale may have exclusive use their identity and individual or collective pictures for
anything related directly or indirectly to their participation in the MARATHON DES SABLES. Any
still camera, video or movie coverage done during the MARATHON DES SABLES cannot be used
by participants, their entourage or trainers for any use other than personal, unless by prior
authorization or accreditation from ATLANTIDE ORGANISATION Internationale. As a result, any
book or film (short, feature) project must obtain ATLANTIDE ORGANISATION Internationale's
prior authorization. Email: news@marathondessables.com
ART. 29:写真
大会主催者（AOI）は第 33 回サハラマラソン 2018 で撮影される全ての写真の版権を有します。AOI が第 33 回サ
ハラマラソン参加者の名前や個人・団体写真をサハラマラソンに関わる事に使用する場合があることを、参加者はあらか
じめ承知しておいてください。サハラマラソンの期間中にスチールカメラ、ビデオなどで撮影したものは、何人たりとも AOI の
事前承諾なしに、個人観賞以外の目的で使用することはできません。従って、書物や映画（短編、長編に関わらず）
などを作成する場合も AOI の事前承諾が必要です。問い合わせ先 Email: news@marathondessables.com
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ART. 30: LIST OF PRIZES
GENERAL RANKING :
Individual
1st

prize

: Trophy

/

€

5000

2nd prize

: Trophy

/€

3000

3rd prize

: Trophy

/€

1500

4th to 10th prize :

Trophy, credit of € 500 for the
next enrolment..

Team
1st

team

: Trophy

/€

4000

2nd

team

: Trophy

/€

3000

3rd team :

Trophy / € 2000

SPECIAL CATEGORIES:
Women's ranking
1st

prize

: Trophy

2nd

prize

: Trophy

3rd prize :

/

€
/€

5000
3000

Trophy / € 1500

Men's Veteran ranking
1st

veteran

M1

: Trophy

1st

veteran

M2

: Trophy

1st

veteran

M3

: Trophy,

1st veteran M4 :

/

€ 1000*.

/

€ 500*.

/€

1000*.

Trophy.

Women's Veteran ranking
1st

veteran

W1

: Trophy

1st

veteran

W2

: Trophy/ € 500*

1st

veteran

W3

: Trophy,

1st veteran W4 :

Trophy.

ART. 30：賞金一覧
＜総合順位＞
個人部門
１位

トロフィー ・ 5,000 ユーロ

２位

トロフィー ・ 3,000 ユーロ

３位

トロフィー ・ 1,500 ユーロ

４位～１０位 トロフィー ・ 次回出場費用から５００ユーロを割引
チーム部門
１位

トロフィー ・ 4,000 ユーロ

２位

トロフィー ・ 3,000 ユーロ

３位

トロフィー ・２０００ユーロ
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＜特別部門＞
女性
１位

トロフィー ・ 5,000 ユーロ

２位

トロフィー ・ 3,000 ユーロ

３位

トロフィー ・ 1,500 ユーロ

男性ベテラン
M１の１位

トロフィー ・ 1,000 ユーロの小切手

M2 の１位

トロフィー ・

M3 の１位

トロフィー

M4 の１位

トロフィー

500 ユーロの小切手

女性ベテラン
W1 の１位

トロフィー ・ 1,000 ユーロの小切手

W2 の１位

トロフィー ・

W3 の１位

トロフィー

W4 の１位

トロフィー

500 ユーロの小切手

デイリーレースチャレンジ賞（各ステージにおける敢闘賞）
各ステージで男女それぞれ１位の選手には、次回のエントリー料から 400 ユーロを割引します。１回分の大会
エントリー料を上限とします。
＊個人総合順位で表彰された女性の場合、女性部門のランキングの賞金は加算されません。
以上
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