
No 中国語 ピンイン 日本語

1 速度 sùdù 速度。スピード。
2 速读 sùdú 速読。
3 快读 kuàidú 速読。
4 速率 sùlǜ 速度。スピード。
5 快慢 kuàimàn 速さ。速度。
6 时速 shísù 時速。
7 高速 gāosù 高速の。
8 高速度 gāosùdù 高速度。
9 快速 kuàisù 速度が速い。迅速(じんそく)だ。
10 急速 jísù 非常に早い。
11 疾速 jísù 速度が速い。すばやい。
12 迅速 xùnsù 飛ぶように速い。迅速(じんそく)だ。ただちに。すぐに。
13 敏捷 mǐnjié 速い。機敏だ。
14 麻利 máli 素早い。手早い。
15 迟缓 chíhuǎn 動作がゆっくりだ。
16 缓慢 huǎnmàn 動きがゆっくりしている。
17 音速 yīnsù 音速。
18 声速 shēngsù 音速。
19 超音速 chāoyīnsù 超音速。
20 光速 guāngsù 光速。
21 ⻋速 chēsù 車のスピード。旋盤などの回転速度。
22 最高速度 zuìgāo sùdù 最高速度。
23 最低速度 zuìdī sùdù 最低速度。
24 平均速度 píngjūn sùdù 平均速度。
25 平均⻋速 píngjūn chēsù 平均車速。
26 初速 chūsù 初速。
27 初速度 chūsùdù 初速度。
28 终速 zhōngsù 終速。
29 终速度 zhōng sùdù 終速度。
30 末速 mòsù 終速。
31 末速度 mò sùdù 終速度。
32 高速公路 gāosù gōnglù 高速道路。
33 速度表 sùdùbiǎo スピードメーター。
34 速度计 sùdùjì スピードメーター。
35 示速器 shìsùqì 速度計。
36 限速 xiànsù スピード制限。
37 速度限制 sùdù xiànzhì スピード制限。
38 速度极限 sùdù jíxiàn 速度限界。
39 最高时速限制 zuìgāo shísù xiànzhì スピード制限。
40 规定速度 guīdìng sùdù 規定速度。
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41 超速 chāosù 規定の速度を超える。
42 超速行驶 chāosù xíngshǐ スピード違反運転。
43 违章超速 wéizhāng chāosù スピード違反をする。
44 超过速度极限 chāoguò sùdù jíxiàn スピード違反をする。
45 取缔汽⻋超速 qǔdì qìchē chāosù スピード違反を取り締まる。
46 速滑 sùhuá スピードスケート。
47 速度滑冰 sùdù huábīng スピードスケート。
48 快球 kuài qiú スピードボール。
49 快速球 kuàisù qiú スピードボール。
50 测速器 cèsùqì 速度測定器。
51 测速仪 cèsùyí 速度測定器。
52 球速测定机 qiúsù cèdìngjī スピードガン。
53 加速 jiāsù 速度を速める。
54 加快 jiākuài 速度を速める。鉄道で切符を普通車から急行に変更する。
55 减速 jiǎnsù スピードを落とす。
56 减慢 jiǎnmàn 遅くなる。
57 放慢 fàngmàn 速度を緩める。遅くする。
58 加快速度 jiākuài sùdù スピードを上げる。
59 减低速度 jiǎndī sùdù スピードを落とす。
60 减慢速度 jiǎnmàn sùdù スピードを落とす。
61 降低速度 jiàngdī sùdù スピードを落とす。
62 减速行驶 jiǎnsù xíngshǐ スピードを落として運転する。
63 保持速度 bǎochí sùdù 速度を持続する。
64 保持高速度 bǎochí gāosùdù 高速度を持続する。
65 保持一定速度 bǎochí yīdìng sùdù 速度を一定に保つ。
66 按规定速度行驶 àn guīdìng sùdù xíngshǐ 規定速度に基づいて運転する。
67 提高速度 tígāo sùdù スピードアップ。
68 提高效率 tígāo xiàolǜ 効率アップ。スピードアップ。
69 提高工作速度 tígāo gōngzuò sùdù 仕事をスピードアップする。
70 ⻜快的速度 fēikuài de sùdù 猛スピード。
71 时速六十公里的速度 shísù liùshí gōnglǐ de sùdù 時速６０キロの速度。
72 以时速六十公里的速度行驶 yǐ shísù liùshí gōnglǐ de sùdù xíngshǐ 時速６０キロの速度で運転する。
73 通信速度 tōngxìn sùdù 通信速度。
74 传送速度 chuánsòng sùdù 転送速度。
75 互联网的连接速度 hùliánwǎng de liánjiē sùdù インターネットの接続速度。
76 速度很快 sùdù hěn kuài 速度が速い。
77 速度很慢 sùdù hěn màn 速度が遅い。
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