
No 中国語 ピンイン 日本語

1 争 zhēng 争う。奪い合う。言い争って譲らない。なぜ。どうして。
2 战 zhàn 戦う。戦い。
3 斗争 dòuzhēng 闘う。闘争する。批判してつるし上げる。奮闘する。闘争。
4 抗争 kàngzhēng 抗争する。
5 战斗 zhàndòu 戦う。戦闘。戦い。
6 作战 zuòzhàn 戦う。戦争をする。
7 争战 zhēngzhàn 戦う。戦争をする。
8 交战 jiāozhàn 交戦する。
9 交锋 jiāofēng 交戦する。
10 交兵 jiāobīng 交戦する。
11 抗战 kàngzhàn 抵抗戦争。抗日戦争。戦う。
12 打仗 dǎzhàng 戦う。戦争をする。
13 打 dǎ 攻める。攻撃する。壊す。打つ。なぐる。目的語に応じた動作をする。

14 抵抗 dǐkàng 抵抗する。
15 抵御 dǐyù 外部からの力に抵抗する。
16 抵挡 dǐdǎng 外圧を防ぎ止める。抵抗する。
17 冒 mào 危険や悪条件をものともしない。がむしゃらにする。煙や蒸気が噴き出す。

18 争霸 zhēnbà 覇権を争う。主導権争いをする。
19 争胜 zhēngshèng 勝ちを争う。
20 争先 zhēngxiān 先を争う。
21 争先恐后 zhēng xiān kǒng hòu 先を争う。
22 抢先 qiǎngxiān 先を争う。
23 抢先儿 qiǎngxiānr 先を争う。
24 争夺 zhēngduó 奪い合う。争奪する。
25 竞争 jìngzhēng 利益をめぐって争う。競争する。
26 竞赛 jìngsài 競争する。競技する。競争。競技。
27 比赛 bǐsài 試合する。試合。競争。
28 比试 bǐshi 実力を比べる。まねをする。
29 比本领 bǐ běnlǐng 実力を比べる。
30 较量 jiàoliàng 実力を比べる。
31 竞技 jìngjì 技を比べる。スポーツ競技。
32 格斗 gédòu 格闘する。
33 搏斗 bódòu 格闘する。刀や棒などで激しく殴り合う。悪戦苦闘する。
34 搏战 bózhàn 格闘する。白兵戦をする。
35 对战 duìzhàn 対戦する。
36 对阵 duìzhèn 両軍が対戦する。対峙(たいじ)する。
37 挑战 tiǎozhàn 挑戦する。戦いをいどむ。敵を挑発する。
38 应战 yìngzhàn 応戦する。挑戦に応じる。
39 战胜 zhànshèng 戦いに勝利する。打ち勝つ。
40 战败 zhànbài 戦いに敗れる。敵を打ち負かす。
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41 胜仗 shèngzhàng 勝ち戦。
42 败仗 bàizhàng 負け戦。
43 争胜负 zhēng shèngfù 勝ち負けを争う。
44 争输赢 zhēng shūyíng 勝ち負けを争う。
45 争冠军 zhēng guànjūn 優勝を争う。優勝を勝ち取る。
46 争冠 zhēngguàn 優勝を争う。優勝を勝ち取る。
47 大家争着发言 dàjiā zhēng zhe fāyán 皆は争って発言する。
48 百战百胜 bǎi zhàn bǎi shèng 百戦百勝。向かうところ敵なし。
49 不战而胜 bù zhàn ér shèng 戦わずして勝つ。
50 同诱惑斗争 tóng yòuhuò dòuzhēng 誘惑と戦う。
51 与睡魔作斗争 yǔ shuìmó zuò dòuzhēng 睡魔と戦う。
52 跟病毒做斗争 gēn bìngdú zuò dòuzhēng ウイルスと戦う。
53 勇敢作战 yǒnggǎn zuòzhàn 勇敢に戦う。
54 与强敌作战 yǔ qiángdí zuòzhàn 強敵と戦う。
55 文明的交锋 wénmíng de jiāofēng 文明の衝突。
56 和日本打一仗 hé Rìběn dǎ yī zhàng 日本と一戦交える。
57 抵抗疾病 dǐkàng jíbìng 病に抵抗する。
58 冒着⻛雨外出 mào zhe fēngyǔ wàichū 風雨を押して外出する。
59 大家争先发言 dàjiā zhēngxiān fāyán 皆が先を争って発言する。
60 争夺地盘 zhēngduó dìpán なわばりを争う。
61 争夺市场 zhēngduó shìchǎng マーケットを奪い合う。
62 生存竞争 shēngcún jìngzhēng 生存競争。
63 和时间竞争 hé shíjiān jìngzhēng 時間との競争。
64 体育竞赛 tǐyù jìngsài スポーツ競技。
65 军备竞赛 jūnbèi jìngsài 軍備競争。
66 足球比赛 zúqiú bǐsài サッカーの試合。
67 音乐比赛 yīnyuè bǐsài 音楽コンクール。
68 比赛篮球 bǐsài lánqiú バスケットボールの試合をする。
69 比试手艺 bǐshi shǒuyì 技能を競う。
70 较量技艺 jiàoliàng jìyì 腕前を競う。
71 格斗竞技 gédòu jìngjì 格闘技。
72 格斗运动 gédòu yùndòng 格闘技。
73 徒手格斗 túshǒu gédòu 素手で格闘する。
74 综合格斗 zònghé gédòu 総合格闘技。
75 我同强盗格斗了 wǒ tóng qiángdào gédòu le 私は強盗と格闘した。
76 与巨熊搏斗 yǔ jù xióng bódòu 巨大なクマと戦う。
77 和数学搏斗 hé shùxué bódòu 数学と格闘する。
78 跟朋友对战 gēn péngyou duìzhàn 友達と対戦する。
79 两军对阵 liǎng jūn duìzhèn 両軍が対決する。
80 ⻄班⽛队对阵阿根廷队 Xībānyá duì duìzhèn Āgēntíng duì スペインチーム対アルゼンチンチーム。
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81 挑战书 tiǎozhàn shū 挑戦状。
82 挑战者 tiǎozhàn zhě 挑戦者。
83 向困难挑战 xiàng kùnnán tiǎozhàn 困難に立ち向かう。
84 向强敌挑战 xiàng qiángdí tiǎozhàn 強敵に挑む。
85 挑战世界冠军 tiǎozhàn shìjiè guànjūn 世界タイトルに挑戦する。
86 接受挑战 jiēshòu tiǎozhàn 挑戦に応じる。
87 迎接挑战 yíngjiē tiǎozhàn 挑戦を受けて立つ。
88 挑战精神 tiǎozhàn jīngshén チャレンジ精神。
89 战胜病魔 zhànshèng bìngmó 病魔に打ち勝つ。
90 正义总归要战胜邪恶 zhèngyì zǒngguī yào zhànshèng xié'è 正義が結局は悪に勝つ。
91 打胜仗 dǎ shèngzhàng 勝ち戦をする。戦いに勝つ。
92 打败仗 dǎ bàizhàng 負け戦をする。戦いに敗れる。
93 吃败仗 chī bàizhàng 負け戦をする。負けをくらう。
94 战斗的男人 zhàndòu de nánrén 戦う男。
95 战斗的女人 zhàndòu de nǚrén 戦う女。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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