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プレスリリース 

報道関係者各位 

 

国内金融サービス業界最大級！第 15回 FITチャリティ・ラン開催 

～神宮外苑前に 5,100人を超えるランナー&ボランティアが集結～ 

東京｜2020 年 1月 20日  

 

 

2020年 1月 19日、明治神宮外苑周辺コースにおいて第 15回 FIT フィットチャリティ･ラン 2019が開催さ

れました。今年の FIT チャリティ・ランは国内外の金融機関 111社からランナー、ウォーカー5,190名、ボラ

ンティア 418名が参加しました。 同イベントの趣旨に賛同した金融サービス関連企業 58社から寄せられた

協賛金、イベントＴシャツやチャリティくじなどの収益金、参加費、参加企業および参加者から寄せられた寄付

金の総額は、55,554,017円にのぼりました。この 寄付金から経費を差し引いた額を、以下の 8団体に均等

に寄付します。 

 

支援先団体： 

 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム 

 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

 一般社団法人グッドネイバーズカンパニー 

 一般社団法人ハビリスジャパン 

 特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン 

 認定特定非営利活動法人 PIECES 

 公益財団法人あすのば 

 特定非営利活動法人WELgee 
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結 果： 

10キロ･ラン男子 1位：岩田悠希（KPMG ジャパン） 30分 56秒   

10キロ･ラン女子 1位：東郷 さゆり（芙蓉総合リース株式会社） 41分 55秒  

5キロ･ラン男子 1位：星 紀宏（ファーストブラザーズ株式会社） 19分 27秒  

5キロ･ラン女子 1位：広田 和子（BNPパリバ・グループ） 22分 11秒 

企業対抗リレー 1位：SMBC日興証券株式会社 

最も多くの寄付金を集めた金融サービス企業：株式会社 三菱 UFJフィナンシャル・グループ 

 

FIT チャリティ・ラン 2019 共同実行委員長を務める松本陽香（デロイトトーマツグループ）は、以下のように 

述べています。「今年度のチャリティランには、近年で最多となる 111社の企業様から総勢 5,100名以上の

方にご参加いただきました。58社の金融関連企業様のご協賛や物品やサービス等多くのご協力企業様にご

支援いただきましたことで、本イベントを安全かつ円滑に執り行うことができました。心より感謝を申し上げま

す。今年度の FITは記念すべき 15回目の開催となりました。『感謝』をテーマとして掲げ、本日のランイベン

トだけでなく、15周年を記念した式典をはじめとする、企業と支援先団体、FITに携わってきた運営メンバー

との交流の機会を設けることができたことを嬉しく思います。FITがきっかけとなり、企業や参加者、支援先団

体の関わりがよりいっそう深まり、支援先団体の取り組む社会課題の認知や、活動そのものへの関心や支

援の輪が広がっていきますよう、願っております。」  

また、同じく共同実行委員長を務める遠藤裕子（GAM証券投資顧問）は、「FITチャリティ・ランは、集めら

れた寄付金額の約 90%を寄付先団体にお届けすることができる、世界に誇れるチャリティイベントであると 

いえます。15周年を迎えた本年もこうした高い比率での寄付金贈呈を実現することができましたのは、ひとえ

にイベント当日のみならず、年間を通して運営に携わってくださるすべてのボランティアの皆様のお力添えに

よるものと感謝しております。また今年も企業、団体、個人の皆さまから多大なるご協賛ご協力を賜り、参加

企業や参加者の皆様のお気持ちを、直接 8つの支援先団体にお届けできますことを、実行委員会を代表し

心より御礼申し上げます。皆さまの「社会のために何かしたい」というお気持ちが、FITを通じてより多くの方

へと広がり、今後も継続して発展していくことを祈念しております。」 

 

【FIT チャリティ・ラン 2019協賛企業】 (英語名称アルファベット順)   

企業スポンサー（寄附金 50万円以上）   

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社、アライアンス・バーンスタイン株式会 社、アシュリオン

ジャパン・ホールディングス合同会社、オーストラリア・ニュージーランド銀行、 バークレイズ、ブラックロック、

ブルームバーグ エル・ピー、ブルーベイ・アセット・マネジメン ト・インターナショナル・リミテッド、BNP パリバ・

グループ、シティ、クレディ・アグリコル・ グループ、クレディ・スイス、CVC Asia Pacific、デロイト トーマツ グ

ループ、ドイツ銀行グルー プ、EYジャパン、ファーストブラザーズ株式会社、GCA 株式会社、グッドマンジャ

パン株式会社、 太陽グラントソントン、日立キャピタル株式会社、いちごアセットマネジメント株式会社、IHS 

Markit、インベスコ、J.P.モルガン、株式会社証券保管振替機構、JLL、KPMG ジャパン、マッコー リー・グル

ープ、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、三菱 UFJ モルガン・スタンレーPB 証券、モルガン・スタ

ンレー、日興アセットマネジメント株式会社、野村ホールディングス株式会 社、NRI プロセスイノベーション、

ペガジャパン株式会社、ピムコジャパンリミテッド、プロティビ ティ LLC、PwC Japan グループ、Refinitiv（リフ

ィニティブ）、ロバート・ウォルターズ・ジャパ ン、Royal Bank of Canada グループ、SB Investment Advisers 

(UK) Limited、シュローダー・インベ ストメント・マネジメント株式会社、SMBC 日興証券株式会社、株式会社 

SMBC 信託銀行、スタン ダードチャータード、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社、日本タタ・コンサルタ

ンシー・ サービシズ株式会社、PGF 生命、東京スター銀行、UBS グループ、ウェルズ・ファーゴ、ホワイト ＆

ケース外国法事務弁護士事務所・ホワイト＆ケース法律事務所(外国法共同事業)  
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企業サポーター（寄付金 35 万円以上）  

GAM 証券投資顧問株式会社、IG証券株式会社、内藤証券株式会社、パシフィコ・エナジー株式会社、 

 

【協力】 

赤坂プリンス クラシックハウス、福永 晃（写真家）、ANA インターコンチネンタル東京、アンダーズ東京、株

式会社バリアフリーカンパニー、ビーシーピージージャパン株式会社、ブルーノート東京、株式会社チェリオコ

ーポレーション、株式会社 シネ・フォーカス、コンラッド 東京、コットンクラブ、有限会社 クリプトメリア、藤倉大

輔（写真家）、株式会社デジタルステージ、株式会社ディプロマット、株式会社ドコモ・バイクシェア、ダウジョー

ンズ、フクダ電子株式会社、和久井ひとみ（写真家）、グランドハイアット東京、グズマンイーゴメズジャパン、

ホテルニューオータニ、ハイアットセントリック銀座東京、ハイアット リージ ェンシー 京都 、株式会社 帝国ホ

テル、 一般財団法人外国為替貿易研究会、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、宮久保 胡蝶（書道

家）、クレアブ株式会社、有限会社ラ・ポサーダ、村越将浩（写真家）、メズム東京、オートグラフ コレクション、

三井不動産ビルマネジメント株式会社、モエ・エ・シャンドン、モーション・ブルー・ヨコハ マ、株式会社 モトック

ス、株式会社 NIJI、日本通運株式会社、ノボテル沖縄那覇、オークウッドプレミア東京、大塚ホールディング

ス株式会社、 パレスホテル、プルマン東京田町、株式会社 ルーツ・スポーツ・ジャパン、サンズ リゾーツ  マ

カオ、シャングリ・ラ ホテル東京、ソネディックス・ジャパン株式会社、サントリービバレッジサービス株式会

社、スワニーディヴィス（DJ）、ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、ザ・リッツ・カールト ン東京、ザ ロイヤル

パークホテル 東京汐留、トムス株式会社、株式会社 トランジットジェネラルオフィス、株式会社ユニフルーティ

ー ジャパン、株式会社ユニマットライフ、雷鳥ロッジ斑尾 

 

【FIT チャリティ・ラン 2019の支援先団体一覧】 （アルファベット順） 

特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム 

市民･学校･企業･行政等と連携して、荒川河川敷のクリーンエイド（調べるごみ拾い）を運営することで荒川か

らごみをなくし、自然と人が共生する社会の実現を目指し、海洋ごみを含む社会全体のごみ問題解決に取り

組んでいます。http://www.cleanaid.jp/ 

特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

アスリートやスポーツチームと連携し、スポーツを通じてこどもたちやご家族の長い療養生活を支えるコミュニ

ティをつくり、こどもたちが最高のこども時代「青春」を経験することで自立し、多様な可能性を切り開き活躍で

きる未来の構築に貢献しています。https://www.beingalivejapan.org/ 

一般社団法人グッドネイバーズカンパニー 

日本人の死因第 7位の「誤嚥性肺炎」予防のために医療現場で行われていた口腔機能訓練を、誰もが楽し

く参加しながら口腔機能の重要性を知り、鍛えることのできるスポーツプログラム「くちビル」へと変換し、地域

高齢者の加齢にともなう運動機能や認知機能等低下（フレイル）への対策を展開しています。
https://gnc.or.jp/ 

一般社団法人ハビリスジャパン 

手足の切断、欠損などの障害のある子どもたちに対し、成長過程に“適した”日常生活用義肢、アクティビティ

義肢、医師、療法士、義肢装具士、エンジニア、教育機関などの「環境」を整えることで彼らの積極的な社会

参加を後押しし、自己肯定感を育んでいます。https://www.habilisjapan.com/ 
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特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン 

研修を受けた住民ボランティアが乳幼児家庭を訪問し、子育ての日常を共に過ごしながら親自身の心を支

え、子どもの最善の利益を地域ぐるみで護る活動を行うことで、小さな悩みが大きな問題になる前に誰もが

手助けを得られる社会を目指しています。https://www.homestartjapan.org/ 

認定特定非営利活動法人 PIECES 

子どもの孤立を解消・予防し、誰もが尊厳をもって生きられる社会の実現を目指し、「市民支援者育成プログ

ラム」を通して、地域住民の市民性を開拓することで、地域コミュニティの健康度を高め、誰もが安心して暮ら

せる地域づくりを行っています。https://www.pieces.tokyo/ 

公益財団法人あすのば 

子どもの貧困問題に取り組み、調査提言・中間支援・直接支援の三本柱の活動を通じて、すべての子どもた

ちが明日に希望を持って輝く新星のような人生を送れるよう活動しています。https://www.usnova.org/ 

特定非営利活動法人WELgee 

母国での紛争や迫害から日本に逃れてきた難民申請者たちに対して、社会との接点と、就労機会を創出す

ることで、彼らの「人材」としてのキャリア形成と安定的な法的地位の獲得を目指しています。
https://www.welgee.jp/ 

 

【FIT チャリティ・ランについて】 

2005 年、東京の金融業界の企業が結集して日本の非営利団体を支援する目的で設立されました。FIT チャ

リティの支援先団体は、地域社会に密着した意義ある活動を行っていながらも、認知度が低い等の理由によ

り、十分な活動資金の確保が困難な団体を中心としています。FIT に関する情報は、ホームページ

（http://www.fitforcharity.org/ja/about.html）をご覧ください。 

 

【大会概要】 

大会名称： FITチャリティ・ラン 2019 

主催：  FITチャリティ・ラン 2019実行委員会 

特別支援(予定)： 公益財団法人日本サイクリング協会、明治神宮外苑 

後援：  東京都、日本経済新聞社、朝日新聞社 

開催日：  2020年 1月 19日（日）雨天決行 

コース：  聖徳記念絵画館および明治神宮外苑周辺周回コース（東京都新宿区） 

時間・種目：  09：30  10 キロ・ラン    

11：00  企業対抗リレー（男女混合）  

11：35  5 キロ・ラン  

12：20  1 キロ・ウォーク  

13：00  閉会      

参加費：  5,000円（16 歳未満無料） 

対象：  金融サービスおよび関連事業を展開する企業の社員とその家族・知人 

参加者は企業単位で登録。 

交通案内： 都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅(A2出口) 徒歩 5分 

JR総武線(各駅停車) 千駄ヶ谷駅 徒歩 5分 

東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 10分 

ウェブサイト： http://fitforcharity.org/ja/ 

 

http://fitforcharity.org/ja/
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【FIT チャリティ・ラン 2019実行委員会】 (英語名称アルファベット順) 

BGC 証券会社東京支店、ブルームバーグ L.P.、デロイトトーマツグループ、ドイツ銀行グループ、 DTCC、

EYジャパン、フィデリティ投信株式会社、フロンティアコンサルティング、GAM 証券投資 顧問、太陽グラント

ソントン、日立キャピタル株式会社、JLL、KPMG ジャパン、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、三

菱 UFJ モルガン・スタンレーPB 証券、モルガン・スタンレー、プロ ティビティ LLC、PwC Japan グループ、ロ

バート・ウォルターズジャパン、シェアードリサーチ、 SMBC 日興証券株式会社、UBS グループ、ウェルズ・

ファーゴ、ホワイト＆ケース外国法事務弁護 士事務所・ホワイト＆ケース法律事務所(外国法共同事業) 

 

【本件のお問い合わせ先】 

FIT チャリティ・ラン 2019実行委員会 広報担当副実行委員長 

田代知子（太陽グラントソントン） | 080－4156－3706 | communications@fitforcharity.org  


