
No 中国語 ピンイン 日本語

1 肌肉 jīròu 筋肉と皮膚。
2 鸡肉 jīròu 鶏肉。
3 肌肉量 jīròuliang 筋力。
4 肌肉量下降 jīròuliang xiàjiàng 筋力が落ちる。
5 肌肉力量 jīròu lìliang 筋力。
6 增强肌肉力量 zēngqiáng jīròu lìliang 筋力を増強する。
7 肌肉力量减退了 jīròu lìliàng jiǎntuì le 筋力が落ちた。
8 肌肉训练 jīròu xùnliàn 筋肉トレーニング。筋トレ。
9 锻炼肌肉 duànliàn jīròu 筋肉を鍛える。筋トレをする。
10 肌肉疲劳 jīròu píláo 筋肉疲労。
11 肌肉发达 jīròu fādá 筋肉が発達している。筋肉質だ。
12 发达的肌肉 fādá de jīròu 発達した筋肉。ムキムキの筋肉。
13 肌肉体质 jīròu tǐzhí 筋肉質。
14 浑身都是肌肉 húnshēn dōu shì jīròu 全身筋肉だ。
15 ⻓肌肉 zhǎng jīròu 筋肉がつく。
16 肌肉衰弱 jīròu shuāiruò 筋肉が衰える。筋肉が落ちる。
17 肌肉萎縮 jīròu wěisuō 筋萎縮。筋ジストロフィー。
18 让筋肉收缩 ràng jīnròu shōusuō 筋肉を収縮させる。
19 上半身肌肉 shàngbànshēn jīròu 上半身の筋肉。
20 上半身的肌肉 shàngbànshēn de jīròu 上半身の筋肉。
21 下半身的肌肉 xiàbànshēn de jīròu 下半身の筋肉。
22 面部肌肉 miànbù jīròu 顔面筋。顔の筋肉。
23 眼部肌肉 yǎnbù jīròu 目の筋肉。
24 颈部肌肉 jǐngbù jīròu 頚部(けいぶ)の筋肉。首の部分の筋肉。
25 肩部肌肉 jiānbù jīròu 肩の部分の筋肉。
26 手臂肌肉 shǒubì jīròu 腕の筋肉。
27 上臂肌肉 shàngbì jīròu 上腕の筋肉。
28 肱肌 gōngjī 上腕筋。
29 胸部肌肉 xiōngbù jīròu 胸の筋肉。
30 胸肌 xiōngjī 胸筋。
31 大胸肌 dàxiōngjī 大胸筋。
32 胸大肌 xiōngdàjī 大胸筋。
33 腹肌 fùjī 腹筋。
34 练腹肌 liàn fùjī 腹筋を鍛える。
35 有腹肌 yǒu fùjī 腹筋がある。腹筋が割れている。
36 背肌 bèijī 背筋。
37 背肌力 bèijīlì 背筋力。
38 背肌的力量 bèijī de lìliang 背筋力。
39 大腿肌肉 dàtuǐ jīròu 太ももの筋肉。
40 小腿肌肉 xiǎotuǐ jīròu すねの筋肉。ふくらはぎあたりの筋肉。
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41 筋肉 jīnròu 筋肉。
42 筋肉痉挛 jīnròu jìngluán 筋肉がけいれんする。
43 抽筋 chōujīn 筋がつる。筋肉がけいれんする。筋を抜く。
44 抽筋儿 chōujīnr 筋がつる。筋肉がけいれんする。
45 肌痛 jītòng 筋肉痛。
46 肌肉痛 jīròutòng 筋肉痛。
47 肌肉疼 jīròuténg 筋肉痛。
48 肌肉疼痛 jīròu téngtòng 筋肉痛。
49 肌肉酸痛 jīròu suāntòng 筋肉痛。
50 全身肌肉痛 quánshēn jīròutòng 全身が筋肉痛。
51 肌注 jīzhù 筋肉注射。
52 肌肉注射 jīròu zhùshè 筋肉注射。
53 力气 lìqi 力。腕力。
54 腕力 wànlì 腕力。うでまえ。手腕。
55 脚力 jiǎolì 足の力。荷役の人夫。
56 腿脚 tuǐjiǎo 足腰。歩く能力。
57 腿脚儿 tuǐjiǎor 足腰。歩く能力。
58 膂力 lǚlì 体力。
59 体力 tǐlì 体力。
60 健美 jiànměi 健康で美しい。ボディービル。
61 健美运动 jiànměi yùndòng ボディービル。
62 健美运动员 jiànměi yùndòngyuán ボディービルダー。
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