
No 中国語 ピンイン 日本語

1 距离 jùlí 距離。離れる。隔たる。
2 远近 yuǎnjìn 遠近。遠さ。
3 隔 gé 隔たる。間をおく。隔てる。仕切る。
4 间隔 jiàngé 間隔。隔てる。
5 相隔 xiānggé 時間や距離が隔たる。
6 间距 jiānjù 両者の間の距離。間隔。
7 差距 chājù 隔たり。格差。ギャップ。
8 里程 lǐchéng 道のり。道程。発展の過程。
9 路程 lùchéng 道のり。行程。道程。
10 路途 lùtú 道程。道のり。道。道路。
11 途程 túchéng 道のり。道程。発展の過程。
12 旅程 lǚchéng 旅程。旅の道のり。
13 ⻋程 chēchéng 車の行程。
14 航程 hángchéng 運行の日程やコース。
15 海程 hǎichéng 船旅の旅程。航海。
16 短距离 duǎn jùlí 短距離。
17 ⻓距离 cháng jùlí ⻑距離。
18 近距离 jìn jùlí 近距離。
19 远距离 yuǎn jùlí ⻑距離。
20 ⻓途列⻋ chángtú lièchē ⻑距離列車。
21 短途列⻋ duǎntú lièchē 近距離列車。
22 等距离 děng jùlí 等距離。
23 最近距离 zuìjìn jùlí 最短距離。至近距離。
24 相当的距离 xiāngdāng de jùlí かなりの距離。
25 相隔一百米 xiānggé yībǎi mǐ １００メートルの距離を置く。
26 隔开一百米的距离 gé kāi yībǎi mǐ de jùlí １００メートルの距離を置く。
27 有很大距离 yǒu hěn dà jùlí だいぶ距離がある。
28 间距很短 jiānjù hěn duǎn 間隔が短い。
29 间距很⻓ jiānjù hěn cháng 間隔が⻑い。
30 很宽的间隔 hěn kuān de jiàngé 広い間隔。
31 间隔很窄 jiàngé hěn zhǎi 間隔が狭い。
32 测距离 cè jùlí 距離を測る。
33 测量距离 cèliáng jùlí 距離を測る。
34 拉开距离 lā kāi jùlí 距離を置く。
35 隔开距离 gé kāi jùlí 距離を置く。
36 扩大距离 kuòdà jùlí 間隔を広げる。
37 拉开间隔 lā kāi jiàngé 間隔を広げる。
38 留出间隔 liú chū jiàngé 間隔をあける。
39 缩短距离 suōduǎn jùlí 距離を縮める。
40 缩短间隔 suōduǎn jiàngé 間隔を縮める。
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41 压缩间隔 yāsuō jiàngé 間隔を詰める。
42 缩小距离 suōxiǎo jùlí 間隔を詰める。
43 保持距离 bǎochí jùlí 距離を保つ。
44 留三米的间隔 liú sān mǐ de jiàngé ３メートルの間隔をあける。
45 保持安全距离 bǎochí ānquán jùlí 安全な距離を保つ。
46 可以走着去的距离 kěyǐ zǒu zhe qù de jùlí 歩いて行ける距離。
47 十分钟⻋程 shí fēnzhōng chēchéng 車で１０分の距離。
48 不知道远近 bù zhīdào yuǎnjìn 距離はわからない。
49 相隔很远 xiānggé hěn yuǎn 距離は遠い。
50 相隔不远 xiānggé bù yuǎn 距離は遠くない。
51 和他保持一定的距离 hé tā bǎochí yīdìng de jùlí 彼と一定の距離を保つ。
52 保持一段距离交往 bǎochí yīduàn jùlí jiāowǎng 距離を置いて付き合う。
53 保持行⻋间距 bǎochí xíngchē jiānjù 車間距離を保つ。
54 请保持间隔 qǐng bǎochí jiàngé 間隔を保ってください。
55 行⻋距离 xíngchē jùlí 走行距離。
56 间隔再拉开些 jiàngé zài lā kāi xiē 間隔をもう少し開けて。
57 请留出五分钟的间隔 qǐng liú chū wǔ fēnzhōng de jiàngé ５分の間隔を空けてください。
58 每隔三米种一棵树 měi gé sān mǐ zhòng yī kē shù ３メートル間隔で木を植える。
59 每隔八小时吃一次药 měi gé bā xiǎoshí chī yī cì yào ８時間ごとに薬を１回のむ。
60 差距大 chājù dà 格差が大きい。
61 差距扩大 chājù kuòdà 格差が開く。
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