
冬季オリンピック用語 (和-露)

ロシア語単語 読み日本語
танцы на льду ターンツィ ナ リドゥーアイスダンス

хоккей на льду ハッキェーイ ナ リドゥアイスホッケー

хоккей с шайбой ハッキェーイ ス シャーイバイアイスホッケー

горные лыжи ゴールヌィエ ルィージアルペンスキー

акробатика アクラバーチカエアリアル

Олимпийские игры アリンピースキエ イーグルィオリンピック

олимпийский огонь アリンピースキイ アゴーニオリンピック聖火

эстафета олимпийского огня エスタフェータ アリムピースカヴァ ア
グニャー

オリンピック聖火リレー

олимпийский アリンピースキイオリンピックの

керлинг キョールリンクカーリング

церемония открытия ツェリェモーニヤ アトクルィーチヤ開会式

слалом スラーラム回転

скоростной спуск スカラスノーイ スプースク滑降

соревноваться サリェヴナヴァーッツァ競う

соревнование サリェヴナヴァーニエ競技

финал フィナール決勝

Международный олимпийский комитет ミェジドゥナロードヌイ アリムピースキ
イ カミチェート

国際オリンピック委員会

смешенная эстафета スミェーシェンナヤ エスタフェータ混合リレー

финальный раунд フィナーリヌイ ラーウント最終ラウンド

соревнования サリェヴナヴァーニヤ試合

церемония ツェリェモーニヤ式典

призер プリジョール受賞者

лыжня ルィジニャーシュプール

полуфинал パルフィナール準決勝

четвертьфинал チェートヴェルチフィナル準々決勝

короткий танец カロートキイ ターニェツショートダンス

шорт-трек ショールトトリェークショートトラック

короткая программа カロートカヤ プラグラーンマショートプログラム

супер-гигант スーピェルギガーントスーパー大回転

лыжи ルィージスキー

лыжный спорт ルィージヌイ スポールトスキー競技

ски-кросс スキークローッススキークロス

прыжки на лыжах с трамплина プルィシキー ナ ルィージャフ ス トラム
プリーナ

スキージャンプ

лыжный костюм ルィージヌイ カスチュームスキースーツ

лыжный ルィージヌイスキーの

лыжник ルィージニクスキーヤー

коньки カニキースケート

конькобежные состязания カニカビェージヌィエ サスチャザーニ
ヤ

スケート競技会

скелетон スキェーリェタンスケルトン(橇競技の一つ)

сноуборд スノーウボールトスノーボード

сноуборд-кросс スノウボールトクローッススノーボードクロス

скоростной бег на коньках スカラスノーイ ビェーク ナ カニカーフスピードスケート

конькобежный спорт カニカビェージヌイ スポールトスピードスケート競技

конькобежец カニカビェージェツスピードスケート選手

конькобежка カニカビェーシカスピードスケート選手(女性)

конькобежный カニカビェージヌイスピードスケートの

слалом スラーラムスラローム
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ロシア語単語 読み日本語
слоупстайл スローウプスタイルスロープスタイル

сани サーニ橇

санный спорт サーンヌイ スポールト橇競技

гигантский слалом ギガーンツキイ スラーラム大回転

скоростной спуск スカラスノーイ スプースクダウンヒル

лыжи для скоростного спуска ルィージ ドリャ スカラスノーヴァ ス
プースカ

ダウンヒルスキー

командное соревнование カマーンドナエ サリェヴナヴァーニエ団体戦

средний трамплин スリェードニイ トラムプリーンノーマルヒル

хафпайп ハーフパイプハーフパイプ

ски-хафпайп スキーハーフパイプハーフパイプスキー

биатлон ビアトローンバイアスロン

гонка преследования ゴーンカ プリェスリェーダヴァニヤパシュート

параллельный слалом パラリェーリヌイ スラーラムパラレル回転

параллельный гигантский слалом パラリェーリヌイ ギガーンツキイ ス
ラーラム

パラレル大回転

одноместные сани アドナミェースヌィエ サーニ一人乗り橇

церемония награждения ツェリェモーニヤ ナグラジヂェーニヤ表彰式

финалист フィナリーストファイナリスト

фигурное катание на коньках フィグールナエ カターニエ ナ カニカー
フ

フィギュアスケート

двойка ドヴォーイカ二人乗り(ボブスレー)

двухместные сани ドヴフミェースヌィエ サーニ二人乗り橇

фристайл フリースタイルフリースタイルスキー

произвольный танец プライズヴォーリヌイ ターニェツフリーダンス

произвольная программа プライズヴォーリナヤ プラグラーンマフリープログラム

плей-офф プリェイオーフプレーオフ

пара パーラペア

церемония закрытия ツェリェモーニヤ ザクルィーチヤ閉会式

хоккейная команда ハッキェーイナヤ カマーンダホッケーチーム

хоккейный ハッキェーイヌイホッケーの

хоккейная клюшка ハッキェーイナヤ クリューシカホッケーのスティック

бобслей バプスリェーイボブスレー

волонтер ヴァランチョールボランティア

могул モーグルモーグル

квалификация クヴァリフィカーツィヤ予選

предварительный раунд プリェドヴァリーチェリヌイ ラーウント予選ラウンド

четверка チェトヴョールカ四人乗り(ボブスレー)

большой трамплин バリショーイ トラムプリーンラージヒル

заезд ザイェースト(競馬･競輪の)ラウンド

сани サーニリュージュ

эстафета エスタフェータリレー

эстафетный エスタフェートヌイリレーの
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