
No 中国語 ピンイン 日本語

1 游泳 yóuyǒng 泳ぐ。水泳。
2 潜水 qiánshuǐ 水に潜る。潜水する。ダイビング。
3 水肺潜水 shuǐfèi qiánshuǐ スキューバダイビング。
4 跳水 tiàoshuǐ 水泳の飛び込み。株や商品の価格が下落する。
5 海水浴 hǎishuǐyù 海水浴。
6 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng 海水浴場。
7 游泳场 yóuyǒng chǎng 遊泳場。
8 湖水浴 húshuǐyù 湖水浴。
9 在河里玩 zài hé lǐ wán 川遊び。
10 在河上玩 zài hé shàng wán 川遊び。
11 玩水 wán shuǐ 水遊び。
12 玩儿水 wánr shuǐ 水遊び。
13 游泳池 yóuyǒngchí プール。
14 泳池 yǒngchí プール。
15 户外游泳池 hùwài yóuyǒngchí 屋外プール。
16 室外游泳池 shìwài yóuyǒngchí 室外プール。
17 室内游泳池 shìnèi yóuyǒngchí 室内プール。
18 温水游泳池 wēnshuǐ yóuyǒngchí 温水プール。
19 游泳馆 yóuyǒng guǎn 屋内プール。
20 游泳池边 yóuyǒngchí biān プールサイド。
21 游泳池出发台 yóuyǒngchí chūfā tái プールのスタート台。
22 跳台 tiàotái 飛び込み台。
23 海滩阳伞 hǎitān yángsǎn ビーチパラソル。
24 躺椅 tǎngyǐ 寝いす。リゾートチェア。
25 甲板椅 jiǎbǎnyǐ デッキチェア。
26 水上滑梯 shuǐshàng huátī ウォータースライダー。
27 游泳救生员 yóuyǒng jiùshēngyuán 遊泳場のライフセーバー。遊泳場の監視員。
28 淋浴 línyù シャワー。
29 洗淋浴 xǐ línyù シャワーを浴びる。
30 淋浴室 línyùshì シャワー室。
31 更衣室 gēngyīshì 更衣室。
32 储物柜 chǔwùguì ロッカー。
33 投币储物柜 tóu bì chǔwùguì コインロッカー。
34 投币式自动寄存柜 tóu bì shì zìdòng jìcúnguì コインロッカー。
35 泳衣 yǒngyī 水着。
36 比赛泳衣 bǐsài yǒngyī 競技用水着。
37 泳装 yǒngzhuāng (多く女性用の)水着。
38 游泳衣 yóuyǒngyī 水着。
39 游泳裤 yóuyǒngkù 水泳パンツ。
40 游泳帽 yóuyǒngmào 水泳帽。
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41 潜水服 qiánshuǐfú 潜水服。
42 救生衣 jiùshēngyī ライフジャケット。
43 游泳护目镜 yóuyǒng hùmùjìng 水泳ゴーグル。
44 游泳镜 yóuyǒng jìng 水泳ゴーグル。
45 防水护目镜 fángshuǐ hùmùjìng 防水ゴーグル。
46 潜水镜 qiánshuǐ jìng 潜水ゴーグル。
47 潜水通气管 qiánshuǐ tōngqìguǎn シュノーケル。
48 脚蹼 jiǎopǔ 足ヒレ。
49 氧气面具 yǎngqì miànjù 酸素マスク。
50 潜水氧气瓶 qiánshuǐ yǎngqìpíng 潜水用酸素ボンベ。
51 浮水圈 fúshuǐquān 浮き輪。浮き袋。
52 救生圈 jiùshēngquān 救命用の浮き輪。救命ブイ。
53 浮板 fú bǎn 浮き板。ビート板。
54 耳塞 ěrsāi 耳栓。
55 毛巾 máojīn タオル。
56 换的衣服 huàn de yīfu 着替えの服。
57 游泳学校 yóuyǒng xuéxiào 水泳スクール。
58 游泳比赛 yóuyǒng bǐsài 水泳大会。
59 游泳选手 yóuyǒng xuǎnshǒu 水泳選手。
60 自由泳 zìyóuyǒng 自由形。クロール。
61 蛙泳 wāyǒng 平泳ぎ。
62 蝶泳 diéyǒng バタフライ。
63 仰泳 yǎngyǒng 背泳ぎ。
64 踩水 cǎishuǐ 立ち泳ぎ。
65 游泳转身 yóuyǒng zhuǎnshēn 水泳ターン。
66 游泳换气 yóuyǒng huànqì 水泳の息継ぎ。
67 浮在水面上 fú zài shuǐmiàn shàng 水面に浮かぶ。
68 沉在水里 chén zài shuǐ lǐ 水の中に沈む。
69 你会游泳吗? nǐ huì yóuyǒng ma あなたは泳げますか。
70 我会游泳 wǒ huì yóuyǒng 私は泳げます。
71 我不会游泳 wǒ bù huì yóu yǒng 私は泳げません。
72 你能游多远? nǐ néng yóu duōyuǎn あなたはどれだけ遠く泳げますか。
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