
No 中国語 ピンイン 日本語

1 名次 míngcì 順位。席次。
2 排名 páimíng 順位をつける。ランキング。
3 排位 páiwèi 順位。席次。
4 位次 wèicì 席次。等級。順位。
5 顺序 shùnxù 順序。順序に従って。
6 依次 yīcì 順番に。
7 顺次 shùncì 順序に従って。
8 挨次 āicì 順を追って。順次。
9 挨个儿 āigèr ひとつひとつ順番に。
10 先后 xiānhòu 後先の順。前後。相次いで。
11 次序 cìxù 順序。順番。
12 次第 cìdì 順序。順をおって。
13 程序 chéngxù 順序。手順。
14 排班 páibān 順番に並ぶ。列をつくる。順序を決める。
15 排队 páiduì 列に並ぶ。順番を待つ。
16 排列 páiliè 順番に並べる。
17 轮班 lúnbān 順番に担当する。
18 轮流 lúnliú 順番に。
19 轮换 lúnhuàn 順に交代する。交代で。
20 席次 xícì 席順。席次。
21 等级 děngjì 等級。ランク。
22 号码 hàomǎ 番号。
23 多少号 duōshao hào 何番。
24 几号 jǐ hào (一桁の数個のなかの) 何番。
25 第几 dì jǐ (一桁の数個のなかの) 何番。
26 挨到 āidào 番になる。
27 轮到 lúndào 番になる。
28 名次是第几名? míngcì shì dì jǐ míng 順位は何番目ですか。
29 名次是多少? míngcì shì duōshǎo 順位はいくらですか。
30 排名是多少? páimíng shì duōshǎo ランキングはいくらですか。
31 名次是第六名 míngcì shì dì liù míng 順位は６位。
32 排名第三 páimíng dì sān ランキング３位。
33 排名第一百位 páimíng dì yī bǎi wèi 順位は１００位。
34 首位 shǒuwèi 首位。第１位。
35 得第一 dé dì yī １位になる。
36 占首位 zhàn shǒuwèi １位になる。
37 冠军 guànjūn 優勝。チャンピオン。
38 亚军 yàjūn 準優勝。
39 殿军 diànjūn 最下位。
40 最末一名 zuìmò yī míng ビリ。
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41 倒数第一名 dàoshǔ dì yī míng うしろから数えて一位。ビリ。
42 按号顺序 àn hào shùnxù 番号順。
43 争位次 zhēng wèicì 順位を争う。
44 争夺名次 zhēngduó míngcì 順位争い。
45 排名前进 páimíng qiánjìn 順位を上げる。
46 排名后退 páimíng hòutuì 順位を下げる。
47 保持排位 bǎochí páiwèi 順位を保つ。
48 位次提升 wèicì tíshēng 順番があがる。
49 位次降低 wèicì jiàngdī 順番がさがる。
50 顺序排列 shùnxù páiliè 順に並ぶ。
51 顺次排列 shùncì páiliè 順に並ぶ。
52 依次排列 yīcì páiliè 順に並べる。
53 按顺序排列 àn shùnxù páiliè 順序にもとづいて並ぶ。
54 挨个儿排队 āigèr páiduì ひとりづつ順番に並ぶ。
55 按号牌顺序排列 àn hàopái shùnxù páiliè 番号札の順に並ぶ。
56 按照到来的顺序排成一列 ànzhào dàolái de shùnxù pái chéng yīliè 来た順番に従って、列を成す。
57 按报名顺序 àn bàomíng shùnxù 申し込み順。
58 按申请的先后 àn shēnqǐng de xiānhòu 申し込み順。
59 先后顺序 xiānhòu shùnxù 優先順位。
60 优先顺序 yōuxiān shùnxù 優先順位。
61 工作程序 gōngzuò chéngxù 仕事の手順。
62 次序混乱 cìxù hùnluàn 順序が狂う。
63 次序错乱 cìxù cuòluàn 順番が乱れる。
64 次序颠倒 cìxù diāndǎo 順序が逆になる。
65 顺序倒换 shùnxù dǎohuàn 順番を変える。
66 别扰乱顺序 bié rǎoluàn shùnxù 順序を乱すな。
67 按顺序来 àn shùnxù lái 順番どおりにしろ。
68 请按顺序排队 qǐng àn shùnxù páiduì 順番に並んでください。
69 请好好排队 qǐng hǎohǎo páiduì ちゃんと列に並んでください。
70 你要排队 nǐ yào páiduì 並んで。
71 我先 wǒ xiān 私が先。
72 我先的 wǒ xiān de 私が先。
73 我先来的 wǒ xiān lái de 私が先です。
74 请到后边去排队 qǐng dào hòubian qù páiduì うしろに行って並んでください。
75 您先请 nín xiān qǐng お先にどうぞ。
76 恢复以往的顺序 huīfù yǐwǎng de shùnxù もとの順序に戻す。
77 排成一行 pái chéng yī háng 一列に並ぶ。
78 排成一队 pái chéng yī duì 一列に並ぶ。
79 挨次上⻋ āicì shàng chē 順番に乗車する。
80 依次发言 yīcì fāyán 順番に発言する。
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81 次第入座 cìdì rùzuò 順番に席につく。
82 轮班休息 lúnbān xiūxí 交替で休む。
83 轮流发言 lúnliú fāyán 代わる代わる発言する。
84 轮换工作 lúnhuàn gōngzuò 交替で働く。
85 号码是多少? hàomǎ shì duōshǎo 番号は何番ですか。
86 前面还有多少号? qiánmiàn hái yǒu duōshao hào 前からあと何番。
87 还没挨到我吧 hái méi āidào wǒ ba まだ私の番になりませんね。
88 下次轮到我 xià cì lún dào wǒ 次は私の番です。
89 挨到我了 āi dào wǒ le 私の番になった。
90 挨到你了 āi dào nǐ le あなたの番になった。
91 轮到你了 lún dào nǐ le あなたの番になった。
92 按着次序 ànzhe cìxù 順序どおりに。
93 挂号 guàhào 順番を申し込む。登録する。
94 第一 dì yī 第１。
95 第二 dì èr 第２。
96 第三 dì sān 第３。
97 第一个 dì yī ge 一つ目。
98 第二个 dì èr ge 二つ目。
99 第三个 dì sān ge 三つ目。
100 初次 chū cì 初回。はじめて。
101 第一次 dì yī cì 一回目。はじめて。最初。
102 一次 yī cì 一回。一度。
103 两次 liǎng cì 二回。二度。
104 三次 sān cì 三回。三度。
105 一遍 yī biàn 一遍。一回。一度。
106 一回 yī huí 一回。一度。
107 一趟 yī tàng 行き来の往復回数。
108 二号⻋廂 èr hào chēxiāng ２号車。
109 第二节⻋厢 dì èr jié chēxiāng ２両目。
110 第二排 dì èr pái ２列目。
111 二楼 èr lóu ２階。
112 按大小排名 àn dàxiǎo páimíng 大きさによる順位。
113 按规模排名 àn guīmó páimíng 規模による順位。
114 按人数排名 àn rénshù páimíng 人数による順位。
115 按销量排名 àn xiāoliàng páimíng 販売量による順位。
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