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2013年1月21日 

株式会社日立ソリューションズ 
 

ワールドカップ 2012-2013 アメリカ大会にて、日立ソリューションズの 

久保選手が連続優勝し、太田選手も優勝 
 

株式会社日立ソリューションズ(本社：東京都品川区、取締役社長：林 雅博)のスキー部に所属する久

保恒造選手は、ワールドカップ2012-2013 アメリカ大会にて、1月18日（現地時間）のバイアスロン・ショート（男

子７.５ｋｍ）と 19日（現地時間）のバイアスロン・ミドル（男子12.5km）で、優勝しました。久保選手はフィンランド大

会での優勝に続き、本大会では 3連続優勝の成績を残しました。 

また、同所属の太田渉子選手も、18 日のバイアスロン・ショート（女子6ｋｍ）で優勝、19日（現地時間）のバイ

アスロン・ミドル（女子10km）で 3位に入賞し、銅メダルを獲得しました。 

 

 

 

■ これまでの主な戦績 

＜ 久保選手 ＞ 

2008～2009 

シーズン 

ワールドカップ カナダ大会 

バイアスロン ショート：2位 

2009～2010 

シーズン 

ワールドカップ フランス大会 

バイアスロン ショート：2位、バイアスロン ロング：2位 

ワールドカップ バイアスロン年間総合ランキング 2位 

2010～2011 

シーズン 

ワールドカップ フィンランド大会 

バイアスロン ショート：2位、バイアスロン パシュート：優勝 

バイアスロン ロング：優勝 
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ワールドカップ スウェーデン大会 

バイアスロン ショート：2位 

ワールドカップ ドイツ大会 

バイアスロン ショート：2位 

ワールドカップ バイアスロン年間総合ランキング 2位 

2011～2012 

シーズン 

ワールドカップ ノルウェー大会 

バイアスロン ショート：3位、バイアスロン パシュート：3位 

バイアスロン ミドル：3位 

ワールドカップ アメリカ大会 

バイアスロン ショート：3位、バイアスロン ミドル：3位 

ワールドカップ フィンランド大会 

バイアスロン ショート：2位、バイアスロン パシュート：2位 

ワールドカップ バイアスロン年間総合ランキング 2位 

2012～2013 

シーズン 

ワールドカップ フィンランド大会 

バイアスロン ショート：3位、バイアスロン パシュート：優勝、 

バイアスロン・ロング：2位 

ワールドカップ アメリカ大会 

バイアスロン ロング：優勝、バイアスロン ミドル：優勝 

バイアスロン ショート：優勝 

 

＜ 太田選手 ＞ 

2006年 
トリノパラリンピック大会 

バイアスロン ロング：銅メダル 

2006～2007 

シーズン 

ワールドカップ フィンランド大会 

バイアスロン ロング：優勝、バイアスロン ショート：3位 

ワールドカップ スウェーデン大会 

バイアスロン ロング：3位 

ワールドカップ カナダ大会 

バイアスロン ロング：優勝、バイアスロン スプリント：優勝 

クロスカントリースキー スプリント フリー：優勝、 

クロスカントリースキー ロング クラシカル：2位 

ワールドカップ バイアスロン年間総合ランキング優勝 

2007～2008 

シーズン 

ワールドカップ ドイツ大会 

クロスカントリースキー ミドル フリー：3位、 

クロスカントリースキー ミドル クラシカル：3位 

クロスカントリースキー ロング クラシカル：3位 

ワールドカップ フィンランド大会 

クロスカントリースキー スプリント フリー：優勝 

クロスカントリースキー ロング フリー：3位 
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ワールドカップ ノルウェー大会 

クロスカントリースキー ショート クラシカル：優勝、 

クロスカントリースキー スプリント クラシカル：優勝 

ワールドカップ クロスカントリー年間総合ランキング 2位 

2008～2009 

シーズン 

世界選手権フィンランド大会 

バイアスロン ロング：2位、バイアスロン パシュート：3位 

ワールドカップ スウェーデン大会 

バイアスロン パシュート：優勝、バイアスロン ショート：2位 

クロスカントリースキー スプリント フリー：2位 

ワールドカップ カナダ大会  

バイアスロン ショート：3位 

ワールドカップ バイアスロン年間総合ランキング 2位 

2009～2010 

シーズン 

ワールドカップ フランス大会 

バイアスロン ロング：2位 

バンクーバーパラリンピック大会 

クロスカントリースキー スプリント クラシカル：銀メダル 

2010～2011 

シーズン 

ワールドカップ フィンランド大会 

クロスカントリースキー スプリント クラシカル：2位、 

クロスカントリースキー ミドル パシュート：2位 

ワールドカップ スウェーデン大会 

クロスカントリースキー スプリント フリー：3位 

ワールドカップ クロスカントリー年間総合ランキング 3位 

2011～2012 

シーズン 

ワールドカップ ノルウェー大会 

バイアスロン パシュート：3位、バイアスロン ミドル：3位 

クロスカントリースキー スプリント フリー：3位 

ワールドカップ アメリカ大会 

クロスカントリースキー ロング クラシカル：2位、バイアスロン ショート：3位、 

クロスカントリースキー ミドル フリー：3位、 

クロスカントリースキー スプリント クラシカル：2位、 

クロスカントリースキー ロング フリー：2位 

ワールドカップ フィンランド大会 

クロスカントリースキー スプリント クラシカル：2位、 

クロスカントリースキー ロﾍﾟット：2位 

バイアスロン ロング：3位、 バイアスロン ショート：3位、 

バイアスロン パシュート：3位 

ワールドカップ クロスカントリー年間総合ランキング 2位 

2012～2013 

シーズン 

ワールドカップ フィンランド大会 

バイアスロン ショート 3位 
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ワールドカップ アメリカ大会 

クロスカントリースキー・ミドル・フリー 2位 

クロスカントリースキー・スプリント・フリー2位 

バイアスロン ロング：2位 

 

■ ワールドカップ アメリカ大会のスケジュールと成績 

http://www.nordicworldcup.us/schedule.html 

 

■ 日立ソリューションズ スキー部ブログ 

http://www.skiblog.jp/ 

 
 

＜報道機関からのお問い合わせ先＞ 

担当部署： ブランド・コミュニケーション本部 広報・宣伝部 

担当者：宮本、安藤 

Tel：03－5479－5013  Fax：03－5780－6455  E-mail： koho@hitachi-solutions.com 
 


