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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14回FITチャリティ・ラン開催 

～神宮外苑前に5,700人を超えるランナー&ボランティアが集結～ 
 

東京｜2018 年 12 月 11 日 
 

 
（写真撮影：村越 将浩） 

 
2018年12月9日、明治神宮外苑周辺コースにおいて第14回 FIT

フィット

チャリティ･ラン2018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105社からランナー、ウォーカー5,379名、ボランティア394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59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、57,524,500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：

 一般社団法人 AOH 
 特定非営利活動法人 バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター 
 特定非営利活動法人 5years 
 特定非営 利活動法人つくばアグリチャレンジ 
 特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 
 特定非営 利活動法人ファーストエイドソサェティ 
 特定非営利活動法人キズキ 
 特定非営利活動法人メンタ ルレスキュー協会 
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結 果：   
 10キロ･ラン男子1位： 庄子 将（第一生命保険） 30分59秒  
 10キロ･ラン女子1位： 広田 和子（BNPパリバ ・グループ）39分29秒 
 5キロ･ラン男子1位： 元村 啓太（JLL）18分42秒 
 5キロ･ラン女子1位： 増田 ゆかり（JLL）22分21秒 
 企業対抗リレー 1 位： SMBC 日興証券 
 最も多くの寄付金を集めた金融サービス企業： KPMGジャパン 
 
FIT チャリティ・ラン 2018 共同実行委員長を務めるデービッド・シェーファー（SMBC 日興証券）は、以下のように
述べています。「今年は、105 社から総勢5,700名以上の方にご参加いただきました。59社の企業にご協賛い

ただき、また、物品やサービス等を多くのご協力企業にもご支援いただきました。心より感謝を申し上げます。今
年も『もっとチャリティに、もっと一緒に関わりを』のテーマの下、イベント開催前と当日の数回にわたり、協賛企業
と支援先団体の交流の場を設けることができたことを嬉しく思います。このイベントがひとつのきっかけとなり、協
賛企業や参加者と支援先団体との関わりがいっそう深まり、支援先団体の取り組む社会課題の認知や、活動へ
の関心・支援が高まることを望んでいます。」 
 
また、同じく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、「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、世界に誇れる規模のチャリティイベントであると
いえます。これまで、こうした高い比率での寄付金の贈呈を継続的に実現することができましたのは、イベント当

日のみならず、年間を通して運営に携わるすべてのボランティアの皆様のお力添えによるものです。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 2018 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、Ahead Group、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、コグニ
ザントジャパン株式会社、クレディ・アグリコル・グループ、クレディ・スイス、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、ゴールドマン・サックス、グッドマン
ジャパン、太陽グラントソントン、グロブナーリミテッド、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、メットライフ生命、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、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレー、NatWest Markets、日興アセット
マネジメント株式会社、NN インベストメント・パートナーズ株式会社、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、SAS Institute Japan 株式会社、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、SMBC 信託銀行、SMFLキャピタル、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) 
 
企業サポーター（寄付金35 万円以上） 
ラサール不動産投資顧問 
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【協 力】 
アビリタス ホスピタリティ株式会社、AD エモーション、赤坂プリンス クラシックハウス、アライアンス・バーンスタイ
ン株式会社、ANA インターコンチネンタル東京、アンダーズ東京、アートフェア東京 2019、アサヒグループ食品
株式会社、アストンマーティンジャパン、株式会社バリアフリーカンパニー、BCPG、ブルーノート東京、カルビー
株式会社、ザ・キャピトルホテル東急、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）、デロイト トーマツ グループ、ドイツ銀行グル
ープ、株式会社デジタルステージ、ダウ・ジョーンズ・ジャパン、エイラシステム株式会社、フラテリ パラディソ、
FSX株式会社、株式会社エフティ資生堂、株式会社ディプロマット、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、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 、IG 証券株式会社、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、石川樹脂工業株式会社、クレアブ株式会社、有限会社ラ・ポサーダ、ロングレイン、LIFE.14（青木賢、写真
家）、村越将浩（写真家）、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、ONE@Tokyo、大塚ホールディングス株式会社、
パレスホテル、ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、公益財団法人パブリックリソース財団、ザ・リッツ・カールト
ン東京、株式会社 ルーツ・スポーツ・ジャパン、ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留、株式会社セールスフォー

ス・ドットコム、シャングリ・ラ ホテル東京、株式会社 想研、ソネディックス・ジャパン株式会社、特定非営利活動
法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京、サントリービバレッジサービス株式会社、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 
 
 
【FIT チャリティ・ラン 2018 の支援先団体一覧（アルファベット順）】 

 
 一般社団法人 AOH  

「障がい者だからできないと決めつけない。できるよう創意工夫をする」をモットーに、障がいがある人たちに
働く場を用意し、障がいがある人でも適正な収入を得て、自分の稼ぎで食べていける給料を支払えるように
という考えのもと、チョコレート生産工房 CHOCOLABOを運営しています。 http://chocolabo.or.jp/ 
 

 特定非営利活 動法人 バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター  
ろう児（聞こえない・聞こえにくい子）が、日本手話と書記日本語（読み書き）の 2言語で教育を受けることを
支援。更に、ろう児が聞こえる児童と同じように力を発揮することができ、その力が正当に評価される社会づ
くりをすすめています。http://www.bbed.org/ 

 
 特定非営利活動法人 5years  

日本最大級のがん患者支援団体です。ネット上で「がん患者たちの交流サイト」を運営し患者に必要な希
望・癒し・情報を提供しています。 https://5years.org/ 

 
 特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ 

2011 年から障がいのある人が働く農場「ごきげんファーム」を運営。現在は3 ヶ所の農場で野菜・水稲・養
鶏の事業を行い、約 100 名の障がい者が働いています。農業を通じて障がいのある人とない人のつながり
を作り、共に幸せに暮らせる地域づくりを目指しています。 https://gokigenfarm.com/ 

 
 特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 

病気や事故で手足に切断障がいを持つ人や先天的に四肢に発達障がいを持つ人を対象にアンプティサッ
カーの推進・普及、競技認知度の向上を通じ、障がいの有無に関わらず誰でも、いつでも、どこでもスポー

ツを楽しめる環境作りを目指しています。http://j-afa.jp/ 
 
 特定非営 利活動法人ファーストエイドソサェティ 

救急法の普及、災害支援を軸に、主に子どもの救急法について普及活動を行っている。「子どもの事故防
止」や「小児救急法」を普及する活動や、阪神淡路大震災をきっかけに「被災した乳幼児と家族の支援活
動」を開始。現在では「支援の質と説明責任研修」も展開しています。http://jfas.umin.ac.jp/HP/JFAS-3/ 

 

http://chocolabo.or.jp/
http://www.bbed.org/
https://5years.org/
https://gokigenfarm.com/
http://j-afa.jp/
http://jfas.umin.ac.jp/HP/JFAS-3/
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 特定非営利活動法人キズキ 

「何度でもやり直せる社会」を実現するため、社会において困難を抱える若者を支援しています。 
設立後 5 年間で、不登校向けの教室運営や、大学等で中退の危機にある生徒のサポート等を通じて約

5,000 人を支援してきました。https://kizuki.or.jp/ 
 

 特定非営利活動法人メンタ ルレスキュー協会 
自殺予防カウンセリングなどを普及する団体で、死にたい気持ちを持ったり、震災、事故、事件などの悲惨

な出来事にあった人に対する、専門的なカウンセリング技術と知識の普及を目指しています  
http://www.mentalrescue.org/ 

 

https://kizuki.or.jp/
http://www.mentalrescue.org/
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【FIT チャリティ・ランについて】 
FITチャリティ・ランは、東京の金融サービスおよび関連事業を展開する企業が、業界規模で地域に根ざした活動

を行っている非営利団体を支援することを目的とするチャリティ・イベントです。2004年末に発生したスマトラ沖大

地震及びインド洋大津波を機に、2005年から毎年開催され、2017年12月10日（日）に開催された第 13 回大会

では 104 社から 5,549 名のランナー・ウォーカーとボランティア約500 名が参加し、総額約 5,900 万円の寄付

金が集められました。集められた寄付金は、関東地方で活動を続ける 8 つの非営利団体の支援に充てられまし

た。 
 
【大会概要】 
大会名称： FITチャリティ・ラン 2018 
主催： FITチャリティ・ラン 2018 実行委員会 
特別支援： 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：  2018 年 12 月 9 日（日） 
コース：  聖徳記念絵画館および明治神宮外苑周回コース（東京都新宿区） 
時間・種目：  09:30 10 キロ・ラン（実際の距離は 9.5 キロ） 

11:00  企業対抗リレー（男女混合）  
11:35 5 キロ・ラン（実際の距離は 5.5 キロ） 
12:20 1 キロ・ウォーク 
12:45 キッズ・スプリント(30m) 
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/ 
 
【FIT チャリティ・ラン 2018 実行委員会】 （英語名称アルファベット順） 
アヘッド・グループ、バークレイズ、BGC 証券会社東京支店、ブルームバーグ L.P.、BNP パリバ・グループ、ブラ
ックロック、クレディ・アグリコル・グループ、デロイト トーマツ グループ、ドイツ銀行グループ、DICC、EY ジャパ

ン、GAM 証券投資顧問、太陽グラントソントン、インベスコ、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、みずほ証券株式会社、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、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、
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2018 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 

http://fitforcharity.org/ja/

