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「サハラレース inナミブ砂漠」完走記（2016年5月1日～7日）

臼 井 宏 一

＜はじめに＞

２０１４年に大分市で行われたランナーズミーティング。これに参加したことは私にと

って大きなターニングポイントとなった。この会に講師の一人として来られていた小野裕

史さんの話を聞き、砂漠マラソンに興味をもつとともに、「ノータイムポチリ」という言

葉に刺激を受けた。興味のあることがあれば、それが可能かどうか迷ったりせず、ノータ

イムでポチリとクリックし申し込む。そこから実現に向け努力すればいい。この考えに刺

激を受け、２０１５年のサハラレースに申し込んでしまった。

私のまわりに砂漠マラソンの経験者などおらず、どのような装備が必要でどのような練

習をしていけばよいかもわからない中、準備を始めた。毎日１０ kgの米袋を担いで走る。

ロングの練習やウルトラマラソンの大会に積極的に参加する。等々の練習を行い、３月の

大会に備えたが、１月前に開催地のヨルダンの政情不安のため大会が中止となるアクシデ

ント。

一度切れた気持ちがなかなか戻らなかったが、気を取

り直して夏から練習を再開した。途中、疲労骨折等もあ

ったが無事５月にナミビアのナミブ砂漠で行われる大会

に参加することとなった。

意気揚々と砂漠の中にあるナミビアの空港に降り立っ

たところ、私のスーツケースが出てこないというアクシ

デント。２０人ほどのランナーの荷物が出てこなく、謝

罪の言葉もなく、次の日の午後以降に着くだろうという

説明。

次の日の午前中に装備チェックがあり、それに合格しないと大会に出場できない・・・

大会に参加できないまま帰国する羽目になるのかとかなりあせったが、届いていないもの

はどうしようもない。同じく荷物の届かなかった方と一緒に、スワコムプントの町を探し

歩いて 低限の装備を購入し、たくさんの日本人ランナーの方から装備を分けてもらって

なんとかチェックをパスしたときには、ほっとして体中の力がぬけるとともに、いよいよ

サハラレースを走るんだということを実感した。

＜前日＞

１時過ぎにホテルを出発。

５時頃にキャンプ地到着。

夕食は、先の食料が不安なので、エナジーバー１本で我慢した。

暗くなったので７時頃にテントに入り、町で購入した寝袋にもぐりこんだ。

マットもなくちゃちな寝袋なので、地面の冷たさが伝わってきてとても寒く眠れない。我

慢ができなくなり、真っ暗な中寝ている方に気を遣いつつ、袋状になったエマージェンシ

ーシトを出し寝袋ごともぐりこんだ。いくらか寒さも和らいだ感じがしたが、背中の冷た

さはかなりのもので、眠っても寒さですぐに目が覚める。背中が冷たくなったら横向きに

なり、また仰向けになりと体勢を変えながら、こまぎれながらも少し眠った。もし、この

まま荷物が届かないと、この寝袋で１週間はもたないだろうと心配になった。

砂漠の中の空港に到着
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＜第１ステージ＞

朝５時３０分に起き出した。

食事の用意をしていると、「荷物が届いているらしいよ。」と教えて下さる人がいた。あ

わてて朝食をかきこんで荷物を取りに行った。たくさんのスーツケースやバッグが並んで

いた。もしこの中に自分のスーツケースがなかったらどうしようと心配しながら探した。

「あった！」奥の方から探し出し、小走りでテントまで戻り、荷物の入れ替えを急いで行

った。その際に痛恨のミスをしてしまった。町で購入したリュックには天蓋の表と裏にポ

ケットがあり、裏のポケットに帽子とサングラスを入れていたのに、移し替え忘れてしま

った。

スーツケースを戻して、スタートの準備をしているときに気がついてスーツケースを戻

したところに取りに行ったが、すでによそへトラックで運ばれたようでなくなっていた。

砂漠で帽子がないのでバフを頭にかぶって走ろうと思ったが、日本人の方が予備の帽子を

貸して下さった。

いよいよスタートの時刻が迫ってきた。１日目は

ゆっくり行こうと考えていたので後ろの方に並んだ。

スタートすると、前の方のランナーはすごい速さで

走っていく。わたしは、ポールをつきながら早足で

歩いて行った。しかし、１０分もすると我慢ができ

なくなり、走り出した。地面は砂漠らしくなく、砂

というより湿った土でシューズの裏について足が重

くなった。走りにくかったが、見渡す限り地平線ま

で広がる広大な景色に感激しながら地平線に向かっ

て進んだ。

スタート時は曇っていたが、１０時頃より雲がな

くなり暑くなってきた。また、地面の砂も細かくな

り風も強く目に砂が入る。サングラスがないので目

を少しだけ開けて下を見ながら走った。

午後１時を過ぎた頃から、暑さと柔らかい砂との

格闘に疲れ歩いていると、日本人ランナーの方が「あ

と５ km くらいですね」と声をかけてくれた。それを

聞いてまた元気が出てきて、走り出した。

いよいよスタート

スタート地点の砂漠

降るような星空の下のテント 寒くて凍えたテントの中
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しばらく走っているとゴールが見えてきたので 後の力を振り絞って走りゴールした。

時計を見ると１時４５分くらいで思ったより早く着いた。１日目だから距離も３７ km と

短くコースも優しかったからだが、「考えていたよりも楽だった。これなら、いける。」

とこのときは思ってしまった。

テントに行ってみると、日本人４人中国人４人のテントだが、まだ日本人１人しか帰っ

てきていなかった。

その後遅い昼食を食べ、テントで寝ていた。そのうちに残りの日本人２人も帰ってきた。

テントで雑談をしていて、サングラスがないので目を少しだけ開けて走ったことを話すと、

同じテントの光岡さんが予備のサングラスを貸して下さった。光岡さんには、この他にも

余分な食料等を重いので捨てようとしていたので頼んでそれも頂いた。これが後でたいへ

ん役だってくれた。今回のレースではたくさんの方の親切に助けてもらった。

＜ステージ２＞

５時半に起床した。夜はふかふかのダウンの寝

袋とマットで前日とはうってかわってとても暖か

く快適に眠ることができた。筋肉痛も足の疲れも

ない。

朝食のオートミールを食べ、スタートの準備を

した。

８時にスタート。しばらくは砂漠らしい砂丘が

続いた。すぐに気温が上がってきて暑くなってき

た。海岸部のせいか、湿度が高く蒸し暑い。砂漠

は気温が高いが乾燥しているので思ったよりも過

ごしやすいと聞いていたが全然違う。

１０ km ほど走ると、海岸線に出た。永遠に続く砂浜を走る。砂が柔らかくシューズ全

体が砂に埋もれるところもある。不思議なことに場所によって少し固くて走りやすいとこ

ろがあり、どこが走りやすいかあちこち探しながら走った。走っていると海に黒い生き物

がたくさん見える。イルカかと思ったがアザラシのようだ。浜に上がっているたくさんの

アザラシを見たランナーもいたそうだ。

この砂浜は２０ km ほど続き、歩いているランナーも

多かったが、私はゆっくりとしたスピードながらずっ

と走り続け、少しずつだが順位を上げていった。ただ

ラスト５ km ではばってしまい、砂も柔らかくて走りに

くく、ほぼ歩いてゴールした。ゴール時刻は３時３０

分くらいで、テントの中では１番だった。

昼食はマカダミアナッツ等を走りながら食べる予定

だったが、暑くて食欲がなくほとんど食べなかったの

で、４時頃に遅い昼食を食べた。昨日いただいたアルファ米とミネストローネスープがお

いしかった。

夕食にはカロリーが高いだけが取り柄の海外製の不味いフリーズドライ食品を我慢して

食べた。

柔らかい砂の上は歩きました

ずっと続く砂浜
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＜ステージ３＞

５時半起床。

例のオートミールを食べるが、食欲がなく３分の１程残した。今日は上りの山岳地帯へ

入る難コースの上、気温が高くなる予報とのこと。

８時にスタートした。軽い上りながらなんとか走れ

るコースで、みんな走っていく。私も走るがいかんせ

んスピードが違う。どんどん抜かされる。

しだいに気温が上がり、第１チェックポイントを過

ぎてから、上りがきつくなる。このあたりから歩く人

が目立ってきたが、私は例によってゆっくりランを続

ける。暑くて頭がぼうっとする。熱中症にならないよ

うにこまめに水を飲むが、体調がわるいせいか水がと

てもまずく感じる。それでもゆっくりながら走り続

け、歩いているランナーをどんどんぬいていった。

３５㎞を過ぎてからは、暑さと疲れのせいか走れ

なくなり、照り付ける太陽の下を黙々と歩き続けた。

歩いていると後ろから追いついてきた日本人ランナ

ーが「やっとおいつけました。」と声をかけてきた。

しばらくは並んで歩きながらいろいろと話をした。

私が英語がほとんど話せないことを言うと、「よくそ

れで参加しようと思いましたねえ。」と驚かれた。若

い彼は順位を上げることに意欲があり、前を歩く３人組を抜くと順位が一度に上がると先

に行ってしまった。

遠くにゴールが見えてきた。第１ステージも第２ステージも遠くからゴールが見えるこ

とがなかったので、うれしくなり走り出した。走れども走れどもゴールが近づいてこない。

３時までにはゴールできるかなと思いながら走ったが、３時を過ぎてもゴールはまだ遠く

にある。やっとゴールした時はへとへとで座り込んでしまった。ゴール時刻は３時１５分

くらいだった。

テントに戻ると誰もいなくてまた私が一番のようだった。ちょっとうれしかった。テン

トでまた一番奥の場所を確保し、着替えてから早い夕食を食べることにした。例のオレン

ジ色の不味い海外製のフリーズドライ。ずっと暑い中を走ってきたせいか食欲がない。食

べないと体がもたないと言い聞かせながら無理して食べたが、３分の一ほど残してしまっ

た。

疲れていたのでこの日は午後８時には寝袋に入った。疲れているのになかなか眠れない。

そのうちに気分が悪くなり吐き気がするので、トイレに行って吐いた。胃の中が空っぽに

なるまで中のものを全部出した。テントに戻ってうとうとしていると今度は猛烈な腹痛が

襲ってきた。また、トイレに行くと激しい下痢。それからは３０分おきに便意に襲われ寝

ているどころではなくなった。夜中３時ぐらいからは汗が大量に出てきた。熱がでてきた

のかなと不安になった。嘔吐下痢に発熱ということになれば明日は走れないかもしれない

と不安になってきた。せっかくここまできてリタイアだけなしたくないと思い、朝までに

よくなることを念じながら寝袋の中でじっとしていた。

この日は暑かった！

中継ポイントで水を補給
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＜ステージ４＞

朝はいつものようにみんなの迷惑にならないように寝袋の中でじっとしていて、５時過

ぎに起きだした。熱はないようだ。吐き気も治まっていた。朝食は消化にいいようにと尾

西の白米にフリーズドライのミネストローネを入れ、お湯を大量に注いでおかゆのように

して食べた。腹痛はなかったが下痢は続いていた。明日は７８㎞をオーバーナイトで走ら

ないといけないので、今日は無理をしないで関門に間に合う範囲で歩こうと決めた。

午前８時にスタートした。勢いよく走っていく多くのランナーを尻目に歩き出した。後

半の体力に自信がなかったので、急ぎながら歩き続けた。砂が柔らかくて歩きにくい。車

が通った轍の上を歩いたほうが砂がしまって歩きやすいところもあれば、逆に柔らかくな

って歩きにくいところもあった。一番歩きやすい場所を探しながら、ポールを突きながら

歩き続けた。

１時間も歩くと暑くなってきた。朝のブリーフィングで水を２リットルもっていくよう

に言われていたが、重くなるのがいやで胸の両方のボトルに入る１．５リットルしか持た

なかった。次のエイドまでに無くならないように、また、熱中症にならないように、気を

使いながら少しずつこまめに飲んだ。体調が悪いせいか、水がとてもまずく感じた。

しばらく行くと、遠くにチェックポイントが見えたので、こっそりと頭に残った水をか

けて暑くなっている頭を冷やした。水は貴重なので洗濯をしたり体を洗ったりするのは禁

止されている。頭に水をかけるのもいけないのだろうが、頭痛がするほどの暑さなので、

水がもらえるチェックポイントが見えてくるとスタッフから見られないように気をつけな

がら頭や腕に水をかけていった。

この日は本当に暑くて、砂漠で唯一の影ができるチェックポイントのせまいテントの下

でたくさんのランナーが死んだように横になって休んでいた。私も休みたかったが、関門

時刻が心配だったのと、横になるスペースがなかったので、休まずに歩き続けた。暑さで

ぼうっとなりながら、どうして自分は灼熱の砂漠をふらふらと歩き続けているのだろうと

不思議な気持ちになった。

体調も少しずつ回復しているようで腹痛もあまりなかったが、昼にソイジョイを２本ほ

ど食べてからトイレに行きたくなった。しかし、まわりは遮る物の全くない砂漠。少しコ

ースを外れたかといってしゃがんで用を足している姿は丸見えになる。これまでも、男女

を問わずコースを少し外れて用を足している方がいて見ないようにしながら通り過ぎて来

た。自分も抵抗なくできるつもりでいたが、いざとなるとなかなか踏ん切りがつかない。

どうしようどうしようと思いながら歩いているうちに便意も治まってきた。午後３時を過

ぎると少しずつ涼しくなってきた。ようやくゆっくりではあるが走り出した。いつもなら

朝食風景 朝のトイレ行列
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４時までにはゴールしていたのだが、この日はこれまでずっと歩いたので４時を過ぎても

ゴールが見えない。やっとゴールが見えると元気が出てきて、かなりの速さでゴールまで

突っ走った。

いよいよ明日はオーバーナイト。この日は胃腸を休ませるため夕食を食べずに寝た。

＜ステージ５＞

朝、気持ちよく目が覚めた。夕食を食べなか

ったのでかなりお腹がかなりすいていた。今日

も白米とミネストローネでおかゆのような朝食

を食べた。体調が回復しているせいか、朝食が

おいしく感じた。この日は朝８時にスタートし

て、次の日の朝１１時の関門までに７８㎞を走

らなければいけない。

スタートしてすぐにふわふわの砂漠になった。

なんとか走ることのできそうな地面はないかコ

ースを右に行ったり左に行ったりしながら砂と

格闘しながら走った。海に向かって走っている

せいか昨日や一昨日ほどは暑くないのが救いだ

った。しだいに砂が一層きめ細かくなり、砂丘

がところどころにありこれぞ砂漠という風景に

なってきた。コースはその砂丘の上を縦走する

ようになっていて、下に滑り落ちないように気

をつけながら走った。あまりの景色の良さに多

くのランナーが写真を撮っていた。

素晴らしい景色を眺めながら気持ちよく走った。

デューン地帯を過ぎると、殺風景なグレーの砂の砂漠となった。海が近いのか、でこぼ

この砂地が塩でしまっていて硬い。足が沈まないのはいいのだが、でこぼこのまま固まっ

ているので足にかなりの負担だ。午後３時くらいの海ぞいのチェックポイントでお湯が出

た。夕食にはまだ早い気がしたが、お湯がもらえるのはここだけだということなので、尾

西の白米にノンカップ麺を入れてラーメンかけごはんのようにして食べた。砂漠にきて食

べた中でいちばんおいしかった。食べているうちに知り合いの日本人ランナーが続々とチ

ェックポイントに到着してきた。みんな同じくらいのところを走っているんだなと思いな

がら、先にスタートした。

そこからは右手の海を眺めながら海沿いを走った。海岸部に入ったせいか曇ってきて、

日も傾いてきたのでしだいに肌寒くなってきた。ハーフタイツと長袖の薄いＴシャツだっ

たので、ウィンドブレーカーの上下を着ろうかと思ったが、止まってリュックを開けて出

して着る時間が惜しい。タイムを気にしているわけではないが、走り続けたいという気持

ちが強く、寒いのを我慢して走り続けた。 かなり薄暗くなってきたところでチェックポ

イントにさしかかった。ここでウィンドブレーカーのパンツをはいた。上は迷ったが、ず

っと走っているのでまだ必要ないかなと思って着なかった。暗くなるのに備えて、ヘッド

ライトも頭につけて走り出した。

ここまでで５０㎞ほど走っているはずなのに、不思議と疲れを感じなった。どこまでも

78km先のゴール目指してスタート

もっとも砂漠らしい砂漠
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走っていけそうなほど調子よかった。走っているのがとても楽しく感じた。これまでに何

回かランニングハイの状態になったことがあるがこんなにハイになったのは初めてだ、と

思いながら走り続けた。ずっと走り続けているせいか、わたしを追い抜いていくランナー

はおらず、少しずつ前のランナーを抜かしながら走っていった。時々、坂というよりは崖

といったほうがいいような急傾斜を滑り落ちながら登った。真っ暗な中、見えるのはヘッ

ドライトで照らされた地面だけ。うっすらと光るフラッグを目印に走り続けた。

何十分もの間、前にも後ろにもランナーがいない状態が続いた。ふと気が付くと、自分

の前方にも後方にもフラッグが見えない。このまま走っていくとフラッグが現れるのか、

それとも道を間違えたのか不安になった。進もうか戻ろうか迷ったが、ひとまず戻ること

にした。５分ほど走ると、フラッグが現れた。コースが曲がっていることに気付かずにま

っすぐ進んでしまったようだった。

そこからは、波打ち際近くの砂浜を走った。砂に足首までうまり走りづらかった。つい

にランニングハイの状態も終わり走れなくなって歩いた。もう何㎞走ったのだろう。ゴー

ルまであと少しだと思うのだがわからない。歩いたり走ったりしながら、真っ暗な中ゴー

ルをめざしたが行けども行けどもゴールが現れない。たぶん、この海岸部を左に曲がって

海から離れだすとゴールが近いはずだと思いながら走るのだが、左に曲がっているように

見えて喜ぶとすぐに右に戻るということを繰り返した。

何度目かの左カーブを曲がって進むと、遠くに明かりが見えた。ゴールだ。明かりに向

けて全力で走った。ゴールではスタッフの方たちが鐘を鳴らしたり大声で声援をくれたり

しながら、迎えてくれた。時刻は午後９時４５分ごろで朝までかかるつもりだったので予

想以上に早くゴールできた。次のステージで１０㎞走れば完走だ。これでもう完走できる

のは確実だ。そのことがいちばんうれしかった。

テントに戻るとだれもおらず、私が一番早くもどってきたようだった。早くにゴールし

た人はもう寝ていて、テントの外にはほとんど人がおらず、一人寂しく遅い夕食を食べて、

テントに戻って寝袋に入った。疲れているはずなのだが、一番長いステージをゴールした

興奮が続いていてなかなか眠れなかった。

次の日はオフの日となった。朝にゴールしてくるかたもいて、それらの方を出迎えるく

らいしかすることがなく、あとはたき火の周りで話をして過ごした。食料をぎりぎりしか

持たなかったので、コーヒーやお菓子を食べている人を横目に、こんなことなら、マカダ

ミアナッツの大袋を捨てるんじゃなかったなあと後悔しながら水を飲んで空腹を紛らわし

た。

＜第６ステージ＞

いよいよ 終ステージ。残すは１０㎞のみ。みんな

ラストランを楽しみながらゆっくり行くのかと思いき

や、スタートするとすごい速さでみんな走っていく。

もともと速く走るのが苦手なうえに、これまでの疲労

もたまっているのか、ぜんぜんついていけない。でも、

着実にゴールが近づくのを実感しながら精一杯走り続

けていると、遠くにゴールが見えた。クラブのみんな

が寄せ書きしてくれた日の丸をポーチから出して、両

手でたなびかせながらゴールした。
歓喜のゴール
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ゴールした時は喜びより、やっと終わった

んだという安心感のほうが強かったが、ゴー

ルした方々と握手をしたり抱き合ったりして

いるうちにじわじわと喜びが沸き上がってき

た。毎日のように１０㎏の荷物を担いで走っ

たこと、１年前のヨルダンのレースが直前に

中止になって落胆したこと、応援してくださ

ったクラブの方々のこと、これまでまざまな

ことが思い出された。

大きな達成感とともに終わって日常にもど

らなくてはいけないということが寂しくもあ

った。

この２年間、何度もあきらめそうになりましたが、絶対に参加して完走するんだと決心

を固めながら取り組んできたことが、無駄ではなかったことを実感できたことは大きな収

穫でした。

また、今回の大会参加に際して、たくさんの方から助けて頂いた。いつも励ましの言葉

をいただき一緒に走ってくれたクラブの方々。飛行機の荷物が届かなくて装備がなく途方

に暮れている私にいろいろと提供してくださった砂漠ランナーの方々。中には自分の装備

を減らしてまで提供してくださる方もいた。

たくさんの方々への感謝の気持ちを忘れず、これからもまわりの方々と助け合い刺激し

合いながら共に走り続けたい。

クラブの方々か書いてくれた寄せ書きをもって
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全参加ランナー中 ８０位（214名）

日本人ランナー中 １１位（39名）

記録 43時間 28分 33秒


