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[修正版] 

プレスリリース 

報道関係者各位 

 

国内外の金融サービス業界が結集。第 16回 FITチャリティ・ラン開催！ 

～2,550人を超える参加者がそれぞれの場所で躍動しました～ 

 

東京｜2021 年 1月 24日  

 

2020年 12月の一か月間、第 16回 FITチャリティ・ラン 2020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サービス企業 75社から合計 2,566名が参加しました。同イベントの趣旨に賛同した 

金融機関 42社から寄せられた協賛金、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、

36,197,412円にのぼりました（後日正式な金額が確定します）。この寄付金から経費を差し引いた額を、 

以下 6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 ADDS 

・一般社団法人日本ケアラー連盟 

・特定非営利活動法人 Light Ring. 

・一般社団法人ピリカ 

・特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット 

・特定非営利活動法人 東京コミュニティスクール  
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結 果： 

（個人） 

ランニング総距離 1位： 美濃部 雄也（デロイト トーマツ グループ） 800.1 km 

サイクリング総距離 1位： Slavek Gronski （ブルームバーグ L.P.） 2,653.5 km 

ウォーキング総距離 1位  荒木 和彦（SMBC信託銀行）  473 km 

総ポスト数 1位：  田口 絹子（スタンダードチャータード） 71件 

（企業） 

ランニング総距離 1位： 株式会社 三菱 UFJフィナンシャル・グループ 

サイクリング総距離 1位： ブルームバーグ L.P. 

ウォーキング総距離 1位：  株式会社 三菱 UFJフィナンシャル・グループ 

 

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 2020共同実行委員長を務める遠藤裕子（GAM証券投資顧問）は以下のように 述べ

ています。「今年度のチャリティ・ランは、オンライン開催となったにもかかわらず、42社の企業様から総勢

2,550名以上の方にご参加いただきました。東京都と 2社の新聞社の後援や金融関連企業から物品等多く

のご支援をいただき、本イベントを一層盛り上げることが出来ました。また、初めての試みで各社のご担当者

の皆様にも例年以上のご協力を頂き支えていただきました。心より感謝を申し上げます。 

今年度の FITは『団結と進化』をテーマとして掲げ、コロナの影響でややもすると、離ればなれになってしまい

そうな金融業界全体が困難にも負けず、FITも共に進化を続けられるようにという決意を込めました。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。 

先の見えない状況が続きますが、皆様におかれましても、ご健康に留意され安全に過ごされることを祈願 

しております。FIT2021は通常の開催となることを信じております。」 

また、同じく共同実行委員長を務める 吉田彩乃（フィデリティ投信株式会社）は以下のように 述べています。

「第 16回 FITチャリティ・ラン 2020はオンラインという今までとは異なる形式での開催となりましたが、2,550

名以上の方にご参加いただき、皆様と団結できたことをうれしく思います。今年も企業、団体、個人の皆様か

ら多大なるご協賛やご協力を賜り、皆様のお気持ちを 6つの支援先団体にお届けできますこと、実行委員会

を代表して心より御礼申し上げます。 

2020年は新型コロナウイルスの感染状況が日々変わる中で、私たちの日常も変化していきました。そのよう

な状況においても、そのような状況だからこそ「社会のために何かしたい」と考えてくださった皆様のお気持ち

が、FITを通じてさらに多くの方々に広がり、今後も進化・発展していくことを願っております。」 

【協力】(英語名称アルファベット順)   

アンダーズ東京、アルジェンタムウェルスマネージメント、ザ・キャピトルホテル東急、有限会社 クリプトメリ

ア、株式会社デジタルステージ、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、株式会社 帝国ホテル、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ、クレアブ株式会社、有限会社

ラ・ポサーダ、村越将浩（写真家）、三井不動産ビルマネジメント株式会社、株式会社 NIJI、ノボテル沖縄那

覇、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、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 アイコニック 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 
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【FIT チャリティ・ラン 2020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、 ブラックロック・ジャパン株式会社、 ブ

ルームバーグ L.P.、 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、 デロイ

ト トーマツ グループ、 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、 グラントソントン・ジャパン、 日立キャピタル株式会社、 HSBCグループ、 いちごアセッ

トマネジメント株式会社、 IG証券株式会社、 インベスコ、 J.P.モルガン、 株式会社証券保管振替

機構、 ジョーンズラングラサール株式会社、 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、 モルガン・スタンレー、 内藤証券株式会社、 日興アセッ

トマネジメント株式会社、 ピムコジャパンリミテッド、 PwC財団、 リフィニティブ・ジャパン株

式会社、 カナダロイヤル銀行グループ、 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、 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会

社、 株式会社東京スター銀行、 UBS グループ、 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) 

 

【FIT チャリティ・ラン 2020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 ADDS 

発達支援を必要とするすべての人が自分らしく学び、希望をもって生きていける社会をともに実現します。 

そのために、保護者や、あらゆる支援者、未来の担い手である学生にとっての「学びの場」であることを大切

にします。http://www.adds.or.jp/ 

・一般社団法人日本ケアラー連盟 

介護、看護、療育、世話などをする“ケアラー（家族等無償の介護者）”の問題を社会的に解決する ための 

法制化や条例化を通した政策実現を目指し、ケアラー支援ツールの開発や啓発フォーラム・研修を実施しま

す。https://carersjapan.jimdofree.com/ 

・特定非営利活動法人 Light Ring. 

悩んでいる子どもや若者の身近な支え手となる「ユースゲートキーパー」を育成、支援することで、自殺・心の

病予防を実現します。http://lightring.or.jp/ 

・一般社団法人ピリカ 

世界的な脅威となっているごみの自然界流出問題の解決に取り組んでいます。既存のサービスやプロダクト

を活用した教育プログラムを開発し、プラスチック流出問題解決に向けた環境教育と意識啓発を行います。
https://corp.pirika.org/ 

・特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット 

貧困、虐待、不登校、引きこもり、精神疾患など、さまざまな困難を抱えた子どもや若者に対してサポートを 

行い、子ども・若者の貧困を防ぐことを目的に活動しています。https://saitamayouthnet.org/ 

・特定非営利活動法人 東京コミュニティスクール 

幼児・小学生を対象にしたマイクロスクール運営と共に、学びの選択肢の多様化とその選択の自由に関する

認知を拡げるべく普及啓発活動を行っています。http://tokyocs.org/ 

 

http://www.adds.or.jp/
https://carersjapan.jimdofree.com/
http://lightring.or.jp/
https://corp.pirika.org/
https://saitamayouthnet.org/
http://tokyocs.org/
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【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 2020 

主催：  FITチャリティ・ラン 2020実行委員会 

後援：  東京都、日本経済新聞社、朝日新聞社 

開催日： 2020年 12月 1日～31日 

種目：   ランニング・ウォーキング・サイクリング 

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 

ウェブサイト： http://fitforcharity.org/ja/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【FIT チャリティ・ラン 2020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 エル・ピー、デロイト トーマツ グループ、ドイツ銀行グループ、

DTCC、フィデリティ投信株式会社、GAM証券投資顧問、太陽グラントソントン、IHSマークイット、KPMG 

ジャパン、株式会社 三菱 UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレー、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 2020実行委員会 広報担当副実行委員長 

仲矢 裕（MUFG） |090-6111-1538 | communications@fitforcharity.org  

 

http://www.fitforcharity.org/ja/about.html
http://fitforcharity.org/ja/

