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1 分数 fēnshù 成績や勝負の得点。分数。
2 分数儿 fēnshùr 成績や勝負の得点。
3 得分 défēn ゲームや試合で取った点。ゲームや試合で点を取る。
4 得分儿 défēnr ゲームや試合で取った点。ゲームや試合で点を取る。
5 比分 bǐfēn 競技の得点。スコア。
6 比分儿 bǐfēnr 競技の得点。スコア。
7 分 fēn 点数を数えて、〜点。分ける。
8 分儿 fēnr 点数を数えて、〜点。
9 记分 jìfēn 点数を記録する。
10 记分儿 jìfēnr 点数を記録する。
11 判分 pànfēn 点数の判定。採点。
12 判分儿 pànfēnr 点数の判定。採点。
13 给分 gěifēn 点数の判定。採点。
14 给分儿 gěifēnr 点数の判定。採点。
15 评分 píngfēn 点数の判定。採点。
16 评分儿 píngfēnr 点数の判定。採点。
17 打分 dǎ fēn 点数の判定。採点。
18 高分儿 gāofēnr 高得点。
19 最高分 zuìgāofēn 最高得点。
20 平均分儿 píngjūn fēnr 平均点。
21 总分 zǒngfēn 合計点。
22 得百分 dé bǎi fēn １００点を取る。
23 拿一百分 ná yībǎi fēn １００点を取る。
24 及格分数是七十五分 jígé fēnshù shì qīshíwǔ fēn 合格点数は７５点。
25 未达到及格分 wèi dádào jígéfēn 合格点に及ばない。
26 分数不够 fēnshǔ bùgòu 点数が足りない。
27 考试不及格 kǎoshì bù jígé 試験に不合格。
28 我考试得了满分 wǒ kǎoshì dé le mǎnfēn 私はテストで満点を取った。
29 请你给这份考卷打分 qǐng nǐ gěi zhè fèn kǎojuàn dǎ fēn この答案用紙を採点して下さい。
30 判分数 pàn fēnshù 点数をつける。
31 如果打分的话, 能得多少分呢? rúguǒ dǎfēn dehuà, néng dé duōshǎo fēn ne もし点数をつけるとしたら、何点でしょう。
32 你得了几分? nǐ dé le jǐ fēn あなたは何点取りましたか。
33 考试得了多少分? kǎoshì dé le duōshao fēn 試験で何点取りましたか。
34 考了多少分? kǎo le duōshǎo fēn 試験で何点取りましたか。
35 数学考了六十四分 shùxué kǎo le liùshísì fēn 数学で６４点取った。
36 我给你打分 wǒ gěi nǐ dǎ fēn 私はあなたを採点する。
37 你得了零分 nǐ dé le líng fēn あなた０点。
38 记分员 jìfēnyuán 点数記録係。スコアラー。
39 记分牌 jìfēnpái スコアボード。
40 算分 suànfēn 点数を数える。
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41 以一分之差获胜 yǐ yī fēn zhī chā huòshèng 一点差で勝つ。
42 以一分分差获胜 yǐ yī fēn fēn chà huòshèng 一点差で勝つ。
43 以一分之差输了 yǐ yī fēn zhī chā shū le 一点差で負けた。
44 比分是多少? bǐfēn shì duōshǎo スコアはいくら。
45 现在几比几? xiànzài jǐ bǐ jǐ 今、何対何。
46 比分是四比一 bǐfēn shì sì bǐ yī スコアは４対１。
47 日本队以一比零获胜 Rìběn duì yǐ yī bǐ líng huòshèng 日本チームが１対０で勝つ。
48 三比二输了 sān bǐ èr shū le ３対２で負けた。
49 比赛的结果是一比一平局 bǐsài de jiéguǒ shì yī bǐ yī píngjú 試合の結果は１対１の引き分け。
50 得分之差 défēn zhī chà 得点の差。
51 得分的差 défēn de chà 得点の差。
52 把比分拉到九比一 bǎ bǐfēn lā dào jiǔ bǐ yī スコアを９対１に引き離す。
53 比分拉开 bǐfēn lā kāi スコアが開く。
54 分差拉大 fēn chà lādà 点差が開く。
55 缩短分差 suōduǎn fēn chà 点差を縮める。
56 未得分 wèi défēn 無得点。
57 反胜为败 fǎn shèng wèi bài 逆転負け。
58 反败为胜 fǎn bài wéi shènɡ 逆転勝ち。
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