
No 中国語 ピンイン 日本語

1 对立 duìlì 対立する。
2 对抗 duìkàng 対抗する。対立する。
3 反抗 fǎnkàng 反抗する。抵抗する。逆らう。
4 抗衡 kànghéng 対抗してゆずらない。
5 抗争 kàngzhēng 抗争する。
6 交锋 jiāofēng 交戦する。戦う。
7 决战 juézhàn 決戦。決戦する。
8 决斗 juédòu 決闘する。命がけで戦う。
9 斗争 dòuzhēng 闘う。闘争する。批判してつるしあげる。奮闘する。
10 较量 jiàoliàng 実力を比べる。勝負する。
11 对战 duìzhàn 対戦する。
12 对阵 duìzhèn 対戦する。対峙(たいじ)する。
13 比赛 bǐsài 試合で対戦する。試合する。
14 竞赛 jìngsài 競技で対戦する。競技する。
15 敌 dí 敵。
16 敌人 dírén 敵。
17 敌方 dífāng 敵側。敵方。
18 公敌 gōngdí 共通の敵。
19 天敌 tiāndí 天敵。
20 强敌 qiángdí 強敵。手ごわい敵。
21 劲敌 jìngdí 強敵。手ごわい敵。
22 顽敌 wándí 強敵。手ごわい敵。
23 仇敌 chóudí かたき。
24 仇人 chóurén かたき。
25 寇仇 kòuchóu 仇敵。かたき。
26 冤家 yuānjia 仇敵。かたき。憎らしいけど好きな人。
27 对头 duìtou 敵。対戦相手。
28 敌对 díduì 敵対する。
29 敌对分子 díduì fènzǐ 敵対する集団に属する人。
30 夙敌 sùdí 宿敵。
31 宿敌 sùdí 宿敵。
32 情敌 qíngdí 恋敵。恋愛のライバル。
33 对手 duìshǒu 対戦相手。ライバル。
34 敌手 dìshǒu 敵対する相手。ライバル。
35 对方 duìfāng 相手方。相手側。
36 竞争者 jìngzhēngzhě 競争相手。
37 竞争对手 jìngzhēn duìshǒu 競争相手。
38 敌军 díjūn 敵軍。
39 敌国 díguó 敵国。
40 敌队 dí duì 敵のチーム。
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41 对方队 duìfāng duì 相手チーム。敵のチーム。
42 敌机 dí jī 敵の飛行機。敵機。
43 敌阵 dízhèn 敵陣。
44 我方 wǒfāng 当方。わが方。
45 同伴 tóngbàn 仲間。パートナー。
46 伙伴 huǒbàn 仲間。
47 同伙 tónghuǒ 仲間。仲間になる。
48 一家人 yījiārén 身内の者。味方。
49 自己人 zìjǐrén 仲間うち。身内。
50 自己这一方 zìjǐ zhè yīfāng 自分側。わが方。
51 友方 yǒufāng 味方。
52 友 yǒu 友。味方。
53 友军 yǒujūn 友軍。
54 友邦 yǒubāng 友好国。
55 队员 duìyuán チームメンバー。
56 队友 duìyǒu チームメート。
57 敌我 díwǒ 敵と味方。敵味方。
58 敌视的态度 díshì de tàidù 敵対的な態度。
59 感到敌意 gǎndào díyì 敵意を感じる。
60 心怀敌意 xīnhuái díyì 敵意を抱く。
61 没有敌意 méiyǒu díyì 敵意はない。
62 打倒敌人 dǎdǎo dírén 敵を倒す。
63 战胜敌人 zhànshèng dírén 敵に打ち勝つ。
64 打败敌人 dǎbài dírén 敵を打ち負かす。
65 消灭敌人 xiāomiè dírén 敵を殲滅する。
66 攻击敌人 gōngjí dírén 敵を攻撃する。
67 进攻敌人 jìngōng dírén 敵を攻撃する。
68 攻击敌人的弱点 gōngjī dírén de ruòdiǎn 敵の弱点を攻める。
69 被敌人攻击了 bèi dírén gōngjí le 敵に攻撃された。
70 袭击敌人 xíjī dírén 敵を襲撃する。
71 反攻敌人 fǎngōng dírén 敵に反撃する。
72 反击敌人 fǎnjī dírén 敵に反撃する。
73 抗击敌人 kàngjī dírén 敵に反撃する。
74 防御敌人的进攻 fángyù dírén de jìnggōng 敵の攻撃を防ぐ。
75 退敌 tuì dí 敵を退ける。
76 落入敌手 luò rù díshǒu 敵の手に陥る。
77 憎恨敌人 zēnghèn dírén 敵を憎む。
78 无敌 wúdí 無敵。
79 所向无敌 suǒxiàngwúdí 向かうところ敵なし。
80 分清敌我 fēnqīng díwǒ 敵味方を見分ける。
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81 站在弱者一方 zhàn zài ruòzhě yīfāng 弱者の味方をする。弱者の側に立つ。
82 站在弱者一边 zhàn zài ruòzhě yībiān 弱者の味方をする。弱者の側に立つ。
83 向着弱者 xiàng zhe ruòzhě 弱者の味方をする。弱者の方に向く。
84 倒向我方 dǎo xiàng wǒ fāng こちらの味方につく。
85 我站在你一边 wǒ zhàn zài nǐ yībiān 私はあなたを味方する。
86 正义之友 zhèngyì zhī yǒu 正義の味方。
87 是自己人 shì zìjǐrén 味方だ。
88 好对手 hǎo duìshǒu 好敵手。よきライバル。
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