
No 中国語 ピンイン 日本語

1 体育运动 tǐyù yùndòng スポーツ。
2 棒球 bàngqiú 野球。
3 垒球 lěiqiú ソフトボール。
4 足球 zúqiú サッカー。
5 橄榄球 gǎnlǎnqiú ラグビー。
6 美式橄榄球 měishì gǎnlǎnqiú アメフト。
7 篮球 lánqiú バスケットボール。
8 排球 páiqiú バレーボール。
9 沙滩排球 shātān páiqiú ビーチバレー。
10 网球 wǎngqiú テニス。
11 壁球 bìqiú スカッシュ。
12 冰球 bīngqiú アイスホッケー。
13 曲棍球 qūgùnqiú ホッケー。
14 手球 shǒuqiú ハンドボール。
15 水球 shuǐqiú 水球。
16 高尔夫球 gāo'ěrfūqiú ゴルフ。
17 羽毛球 yǔmáoqiú バドミントン。
18 乒乓球 pīngpāngqiú 卓球。
19 躲避球 duǒbìqiú ドッジボール。
20 保龄球 bǎolíngqiú ボーリング。
21 门球 ménqiú ゲートボール。
22 铁人三项 tiěrén sān xiàng トライアスロン。
23 田径 tiánjìng 陸上競技。
24 ⻢拉松 mǎlāsōng マラソン。
25 短跑 duǎnpǎo 短距離走。
26 跨栏 kuàlán ハードル競争。
27 接力赛跑 jiēlì sàipǎo リレー競走。
28 竞走 jìngzǒu 競歩。
29 掷链球 zhì liànqiú ハンマー投げ。
30 掷铁饼 zhì tiěbǐng 円盤投げ。
31 推铅球 tuī qiānqiú 砲丸投げ。
32 掷标枪 zhì biāoqiāng 槍投げ。
33 跳远 tiàoyuǎn 走り幅跳び。
34 跳高 tiàogāo 走り高跳び。
35 撑杆跳 chēnggān tiào 棒高跳び。
36 体操 tǐcāo 体操。
37 艺术体操 yìshù tǐcāo 新体操。
38 跳⻢ tiàomǎ 跳馬。
39 单杠 dāngàng 鉄棒。
40 自由体操 zìyóu tǐcāo 床体操。
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41 举重 jǔzhòng 重量上げ。
42 健美操 jiànměi cāo エアロビクス。
43 有氧健身操 yǒu yǎng jiànshēn cāo エアロビクス。
44 有氧运动 yǒu yǎng yùndòng 有酸素運動。
45 健身 jiànshēn フィットネス。
46 健美 jiànměi フィットネス。
47 健美运动 jiànměi yùndòng ボディビル。
48 击剑 jījiàn フェンシング。
49 剑术 jiànshù 剣道。
50 相扑 xiāngpū 相撲。
51 柔道 róudào 柔道。
52 空手道 kōngshǒudào 空手。
53 太极拳 tàijíquán 太極拳。
54 功夫 gōngfu カンフー。
55 跆拳道 táiquándào テコンドー。
56 拳击 quánjī ボクシング。
57 摔跤 shuāijiāo レスリング。
58 专业摔跤 zhuānyè shuāijiāo プロレス。
59 综合格斗 zònghé gédòu 総合格闘技。
60 游泳 yóuyǒng 水泳。
61 跳台跳水 tiàotái tiàoshuǐ 高飛び込み。
62 花样游泳 huāyàng yóuyǒng アーティスティックスイミング (シンクロ)。
63 滑雪 huáxuě スキー。
64 越野滑雪 yuèyě huáxuě クロスカントリースキー。
65 高山滑雪 gāoshān huáxuě アルペンスキー。
66 高台跳雪 gāotái tiào xuě スキージャンプ。
67 滑冰 huábīng アイススケート。
68 速度滑冰 sùdù huábīng スピードスケート。
69 花样滑冰 huāyàng huábīng フィギアスケート。
70 滑板滑雪 huábǎn huáxuě スノーボード。
71 有舵雪橇 yǒu duò xuě qiāo ボブスレー。
72 无舵雪橇 wú duò xuěqiāo リュージュ。
73 冰壶 bīnghú カーリング。
74 登山 dēngshān 登山。
75 爬山 páshān 登山。
76 攀岩 pān yán ロッククライミング。
77 射箭 shèjiàn アーチェリー。
78 射击 shèjī 射撃。
79 滑板 huábǎn スケボー。
80 旱冰 hànbīng ローラースケート。
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81 BMX (小轮⻋) BMX (xiǎo lún chē) BMX。
82 赛艇 sài tǐng ボートレース。
83 龙舟赛 lóngzhōu sài ドラゴンボートレース。
84 皮划艇 píhuátǐng カヌー。
85 拖曳伞 tuōyè sǎn パラセイリング。
86 滑水 huáshuǐ 水上スキー。
87 冲浪 chōnglàng サーフィン。
88 帆板 fānbǎn ウィンドサーフィン。
89 潜水 qiánshuǐ スキューバダイビング。潜水。
90 跳伞 tiàosǎn スカイダイビング。
91 滑翔翼 huáxiángyì ハンググライダー。
92 蹦极 bèngjí バンジージャンプ。
93 骑自行⻋ qí zìxíngchē サイクリング。
94 自行⻋远足 zìxíngchē yuǎnzú サイクリング。
95 慢跑 mànpǎo ジョギング。
96 跑步 pǎobù ジョギング。ランニング。
97 伸展操 shēnzhǎncāo ストレッチ。
98 锻炼肌肉 duànliàn jīròu 筋トレ。
99 跳箱 tiàoxiāng 跳び箱。
100 拔河 báhé 綱引き。
101 蹦床 bèngchuáng トランポリン。
102 跳绳运动 tiàoshéng yùndòng 縄跳び。
103 瑜伽 yúgā / yújiā ヨガ。
104 运动场 yùndòngchǎng 運動場。
105 操场 cāochǎng 運動場。
106 赛场 sàichǎng スタジアム。
107 体育场 tǐyùchǎng スタジアム。
108 体育馆 tǐyùguǎn 体育館。
109 运动服 yùndòngfú スポーツウェア。
110 运动鞋 yùndòng xié スポーツシューズ。スニーカー。
111 球鞋 qiúxié スポーツシューズ。
112 跑鞋 pǎoxié ランニングシューズ。
113 体育用品 tǐyù yòngpǐn スポーツ用品。
114 运动员 yùndòngyuán スポーツ選手。アスリート。
115 选手 xuǎnshǒu 選手。
116 球员 qiúyuán (球技の)プレーヤー。選手。
117 职业运动员 zhíyè yùndòngyuán プロ選手。
118 业余运动员 yèyú yùndòngyuán アマ選手。
119 队 duì チーム。
120 队友 duìyǒu チームメイト。
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121 领队 lǐngduì リーダー。監督。
122 教练 jiàoliàn コーチ。
123 经理 jīnglǐ マネージャー。
124 啦啦队 lālāduì 応援団。
125 啦啦队姑娘 lālāduì gūniang チアガール。
126 观众 guānzhòng 観客。観衆。
127 裁判员 cáipànyuán 審判員。アンパイア。ジャッジ。レフリー。
128 对手 duìshǒu (競技・試合の) 相手。ライバル。
129 对手的队 duìshǒu de duì 対戦チーム。
130 主力队员 zhǔlì duìyuán 主力選手。
131 正式队员 zhèngshì duìyuán レギュラー選手。
132 后备队员 hòubèi duìyuán 補欠選手。
133 开赛时出场的选手 kāisài shí chūchǎng de xuǎnshǒu 先発選手。
134 首发阵容 shǒufā zhènróng 先発メンバー。
135 接替的运动员 jiētì de yùndòngyuán 交代選手。
136 比赛 bǐsài 試合。対戦する。競技する。
137 训练 xùnliàn トレーニングする。
138 锻炼 duànliàn 鍛える。
139 表演 biǎoyǎn パフォーマンス。
140 比分 bǐfēn 得点。スコア。
141 冠军 guànjūn チャンピオン。優勝者。第1位。
142 亚军 yàjūn 準優勝。第2位。
143 第三名 dì sān míng 第3位。
144 挑战者 tiǎozhàn zhě 挑戦者。
145 赢 yíng 勝つ。
146 获胜 huòshèng 勝利を収める。
147 胜利 shènglì 勝利する。
148 输 shū 負ける。敗れる。
149 失败 shībài 負ける。敗れる。失敗する。
150 败北 bàiběi 敗れる。敗北する。
151 惨败 cǎnbài 惨敗する。
152 平局 píngjú 引き分け。勝負なし。ドロー。
153 有利 yǒulì 有利である。
154 不利 bùlì 不利である。
155 优势 yōushì 優勢。
156 劣势 lièshì 劣勢。
157 上⻛ shàngfēng 優勢。
158 下⻛ xiàfēng 劣勢。
159 得分 défēn 得点。
160 总分 zǒngfēn 総得点。
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161 得高分 dégāofēn 高得点。
162 大量得分 dàliáng défēn 大量得点。
163 六比三 liù bǐ sān 6対3。
164 胜负难分 shèng fù nán fēn 勝ち負けが分かれにくい。接戦。
165 难分难解 nán fēn nán jiě 勝負がつかない。
166 激烈交锋 jīliè jiāofēng 激しい対戦。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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