
No 中国語 ピンイン 日本語

1 击落 jīluò 飛行機を打ち落とす。
2 击落战斗机 jīluò zhàndòujī 戦闘機を撃墜する。
3 击落一架敌机 jīluò yī jià díjī 一機の敵機を撃墜する。
4 打下 dǎxià 攻め落とす。基礎を固める。
5 打下⻜机 dǎxià fēijī 飛行機を打ち落とす。
6 击沉 jīchén 撃沈する。
7 击沉战舰 jīchén zhànjiàn 戦艦を撃沈する。
8 击沉敌舰一艘 jīchén díjiàn yī sōu 敵艦一隻を撃沈する。
9 击破 jīpò 打ち破る。倒す。
10 击破敌人 jīpò dírén 敵を撃破する。
11 击毁 jīhuǐ 打ち壊す。
12 击毁坦克 jīhuǐ tǎnkè 戦車を破壊する。
13 打击 dǎjī 打つ。たたく。攻撃する。打撃を与える。受けた打撃。
14 打击敌人 dǎjī dírén 敵をたたく。
15 加以打击 jiāyǐ dǎjī 打撃を与える。
16 连加打击 lián jiā dǎjī 追い打ちをかける。
17 打败 dǎbài 敵を打ち負かす。戦いや試合に負ける。
18 打败对手 dǎbài duìshǒu 相手を打ち負かす。
19 被打败 bèi dǎbài 負かされる。やっつけられる。
20 打胜 dǎshèng 打ち勝つ。
21 打胜敌人 dǎshèng dírén 敵に打ち勝つ。
22 击败 jībài 敵を倒す。破る。
23 击败敌人的主力 jībài dírén de zhǔlì 敵の主力を撃破する。
24 击溃 jīkuì 敵軍を潰滅(かいめつ)させる。
25 击溃敌军 jīkuì díjūn 敵軍を潰滅(かいめつ)させる。
26 击退 jītuì 敵を追い払う。撃退する。
27 击退敌人 jītuì dírén 敵を退ける。
28 打退 dǎtuì 撃退する。
29 打退敌人的进攻 dǎtuì dírén de jìngōng 敵の進攻を撃退する。
30 逐出 zhúchū 追い出す。追い払う。
31 把敌人逐出 bǎ dírén zhúchū 敵を追い払う。
32 驱逐 qūzhú 追い払う。
33 把敌人驱逐出去 bǎ dírén qūzhú chūqù 敵を駆逐する。
34 赶走 gǎnzǒu 追い払う。追い出す。
35 把敌人赶走 bǎ dírén gǎnzǒu 敵を追い払う。
36 追击 zhuījī 追撃する。
37 追击敌军 zhuījī díjūn 敵軍を追撃する。
38 跟踪追击 gēnzōng zhuījī 追い打ちをかける。
39 歼灭 jiānmiè 敵を殲滅(せんめつ)する。皆殺しにする。
40 歼灭敌军 jiānmiè díjūn 敵軍を殲滅(せんめつ)する。
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41 消灭 xiāomiè 殲滅(せんめつ)する。撲滅する。消滅する。滅亡する。
42 消灭敌人 xiāomiè dírén 敵を殲滅(せんめつ)する。
43 完全消灭 wánquán xiāomiè 全滅する。
44 全歼 quánjiān 殲滅(せんめつ)する。
45 全歼敌人 quánjiān dírén 敵を殲滅(せんめつ)する。
46 全死 quán sǐ 全部死ぬ。全滅する。
47 敌人全死 dírén quán sǐ 敵は全て死ぬ。
48 全毁 quán huǐ 全てを損なう。
49 敌军坦克全毁 díjūn tǎnkè quán huǐ 敵軍の戦車は全壊する。
50 灭绝 mièjué 絶滅する。完全に喪失する。
51 人类灭绝的危机 rénlèi mièjué de wéijī 人類絶滅の危機。
52 覆灭 fùmiè 絶滅する。潰滅(かいめつ)する。
53 全军覆灭 quán jūn fùmiè 全軍潰滅(かいめつ)する。
54 毁灭 huǐmiè 潰滅(かいめつ)させる。すっかり消し去る。
55 受到毁灭性的打击 shòudào huǐmièxìng de dǎjí 潰滅的な打撃を受ける。
56 征服 zhēngfú 征服する。
57 征服敌国 zhēngfú díguó 敵国を征服する。
58 制伏 zhìfú 力で抑えつける。制圧する。
59 制服 zhìfú 制服。力で抑えつける。制圧する。
60 制伏敌人 zhìfú dírén 敵を制圧する。
61 降伏 xiángfú 屈服させる。馴(な)らす。
62 降伏对手 xiángfú duìshǒu 相手を屈服させる。
63 降服 xiángfú 降伏する。
64 缴械降服 jiǎoxiè xiángfú 武装を解除して降伏する。
65 投降 tóuxiáng 投降する。
66 缴械投降 jiǎoxiè tóuxiáng 武装を解除して投降する。
67 投诚 tóuchéng 降伏する。投降する。
68 缴械投诚 jiǎoxiè tóuchéng 武装を解除して投降する。
69 驯服 xùnfú ならす。従わせる。従順だ。おとなしい。
70 外星人驯服人类 wàixīngrén xùnfú rénlèi 宇宙人が人類を従わせる。
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