
冬季オリンピック用語 (露-和)

ロシア語単語 読み 品詞 日本語
акробатика アクラバーチカ 女性名詞 エアリアル

биатлон ビアトローン 男性名詞 バイアスロン

бобслей バプスリェーイ 男性名詞 ボブスレー

большой трамплин バリショーイ トラムプリーン 男性名詞 ラージヒル

волонтер ヴァランチョール 男性名詞 ボランティア

гигантский слалом ギガーンツキイ スラーラム 男性名詞 大回転

гонка преследования ゴーンカ プリェスリェーダヴァ
ニヤ

女性名詞 パシュート

горные лыжи ゴールヌィエ ルィージ 複数名詞 アルペンスキー

двойка ドヴォーイカ 女性名詞 二人乗り(ボブスレー)

двухместные сани ドヴフミェースヌィエ サーニ 複数名詞 二人乗り橇

заезд ザイェースト 男性名詞 (競馬･競輪の)ラウンド

квалификация クヴァリフィカーツィヤ 女性名詞 予選

керлинг キョールリンク 男性名詞 カーリング

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

中性名詞 団体戦

коньки カニキー 複数名詞 スケート

конькобежец カニカビェージェツ 男性名詞 スピードスケート選手

конькобежка カニカビェーシカ 女性名詞 スピードスケート選手(女性)

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

複数名詞 スケート競技会

конькобежный カニカビェージヌイ 形容詞 スピードスケートの

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

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

короткий танец カロートキイ ターニェツ 男性名詞 ショートダンス

лыжи ルィージ 複数名詞 スキー

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

複数名詞 ダウンヒルスキー

лыжник ルィージニク 男性名詞 スキーヤー

лыжный ルィージヌイ 形容詞 スキーの

лыжный костюм ルィージヌイ カスチューム 男性名詞 スキースーツ

лыжный спорт ルィージヌイ スポールト 男性名詞 スキー競技

лыжня ルィジニャー 女性名詞 シュプール

Международный олимпийский комите
т

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

男性名詞 国際オリンピック委員会

могул モーグル 男性名詞 モーグル

одноместные сани アドナミェースヌィエ サーニ 複数名詞 一人乗り橇

Олимпийские игры アリンピースキエ イーグルィ 複数名詞 オリンピック

олимпийский アリンピースキイ 形容詞 オリンピックの

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

пара パーラ 女性名詞 ペア

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

男性名詞 パラレル大回転

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

плей-офф プリェイオーフ 男性名詞 プレーオフ

полуфинал パルフィナール 男性名詞 準決勝

предварительный раунд プリェドヴァリーチェリヌイ ラー
ウント

男性名詞 予選ラウンド

призер プリジョール 男性名詞 受賞者

произвольная программа プライズヴォーリナヤ プラグ
ラーンマ

女性名詞 フリープログラム

произвольный танец プライズヴォーリヌイ ターニェ
ツ

男性名詞 フリーダンス
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ロシア語単語 読み 品詞 日本語
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
複数名詞 スキージャンプ

сани サーニ 複数名詞 橇

сани サーニ 複数名詞 リュージュ

санный спорт サーンヌイ スポールト 男性名詞 橇競技

скелетон スキェーリェタン 男性名詞 スケルトン(橇競技の一つ)

ски-кросс スキークローッス 男性名詞 スキークロス

ски-хафпайп スキーハーフパイプ 男性名詞 ハーフパイプスキー

скоростной бег на коньках スカラスノーイ ビェーク ナ カ
ニカーフ

男性名詞 スピードスケート

скоростной спуск スカラスノーイ スプースク 男性名詞 滑降

скоростной спуск スカラスノーイ スプースク 男性名詞 ダウンヒル

слалом スラーラム 男性名詞 スラローム

слалом スラーラム 男性名詞 回転

слоупстайл スローウプスタイル 男性名詞 スロープスタイル

смешенная эстафета スミェーシェンナヤ エスタ
フェータ

女性名詞 混合リレー

сноуборд スノーウボールト 男性名詞 スノーボード

сноуборд-кросс スノウボールトクローッス 男性名詞 スノーボードクロス

соревнование サリェヴナヴァーニエ 中性名詞 競技

соревнования サリェヴナヴァーニヤ 複数名詞 試合

соревноваться サリェヴナヴァーッツァ 不完了体 競う

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

супер-гигант スーピェルギガーント 男性名詞 スーパー大回転

танцы на льду ターンツィ ナ リドゥー 複数名詞 アイスダンス

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

中性名詞 フィギュアスケート

финал フィナール 男性名詞 決勝

финалист フィナリースト 男性名詞 ファイナリスト

финальный раунд フィナーリヌイ ラーウント 男性名詞 最終ラウンド

фристайл フリースタイル 男性名詞 フリースタイルスキー

хафпайп ハーフパイプ 男性名詞 ハーフパイプ

хоккей на льду ハッキェーイ ナ リドゥ 男性名詞 アイスホッケー

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

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

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

хоккейный ハッキェーイヌイ 形容詞 ホッケーの

церемония ツェリェモーニヤ 女性名詞 式典

церемония закрытия ツェリェモーニヤ ザクルィーチ
ヤ

女性名詞 閉会式

церемония награждения ツェリェモーニヤ ナグラジ
ヂェーニヤ

女性名詞 表彰式

церемония открытия ツェリェモーニヤ アトクルィー
チヤ

女性名詞 開会式

четверка チェトヴョールカ 女性名詞 四人乗り(ボブスレー)

четвертьфинал チェートヴェルチフィナル 男性名詞 準々決勝

шорт-трек ショールトトリェーク 男性名詞 ショートトラック

эстафета エスタフェータ 女性名詞 リレー

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

女性名詞 オリンピック聖火リレー

эстафетный エスタフェートヌイ 形容詞 リレーの
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