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例文1.1 最初に金メダルを獲得したフィギュアスケート男子のフリー羽生
はにゅう

結
ゆ

弦
ずる

選手と銀メダルの宇野昌
しょう

磨
ま

選手の記事です。 

Hanyu, Uno give Japan one-two finish in men's singles 

GANGNEUNG, South Korea--Yuzuru Hanyu gave Japan its first gold medal at the 

Pyeongchang Winter Olympics on Feb. 17 and became the first men's singles figure 

skater in 66 years to repeat as Olympic champion. 

例文1.2 スピードスケートの女子500㍍で五輪新記録を出し、金メダルを獲得した小

平奈緒選手の記事です。 

Nao Kodaira wins 500 meters over South Korea’s Lee in Olympic record time 

GANGNEUNG, South Korea--Nao Kodaira burst off the line, furiously pumping her 

arms and legs to build up speed. She shot around the oval in a blur and crossed the 

finish line, the 500-meter Olympic speedskating gold medal easily in hand. Her time 

was 36.94 seconds, an Olympic record, bettering the mark of 37.28 set by Lee four 

years ago in Sochi.  

例文1.3 スピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）決勝で日本が五輪新記録

で金メダルを獲得した記事です。 

Japan women shatter Olympic record, conquer defending champion Netherlands 

in team pursuit final 

GANGNEUNG, South Korea – Japan’s women captured the team pursuit gold medal at 

the Pyeongchang Olympics, beating the defending champion Netherlands on 

Wednesday. 

The world record-holding trio of sisters Miho and Nana Takagi and Ayano Sato 

defeated the Dutch in the gold medal race, winning in an Olympic-record 2 minutes, 

53.89 seconds at Gangneung Oval. 

 

例文1.1 語句：(見出し）give 与える、one-two finish 1位2位独占、men’s singles 男

子シングル 

(リード）GANGNEUNG 江陵（カンヌン）市、South Korea 韓国、first gold medal 

最初の金メダル、Pyeongchang Winter Olympics 平昌（ピョンチャン）冬季五輪、

became ～になった、first ~ in 66years 66年ぶりに、figure skater フィギュア選手、

repeat 再現する、champion 勝者 

例文1.2 語句：(見出し）wins 勝つ、over ～を上回り、Olympic record time オ



 

 

リンピック記録 

(リード）burst 勢いよく出る、off the line スタートを切る、furiously 猛烈に、

pumping 上下させ、arms and legs 両腕や脚、to build up speed 加速するため、shot 

素早く動いた、around the oval 楕円形リンクを、in a blur 目にもとまらぬほどの、

crossed 越えた、finish line ゴール線、easily in hand 優に手にした、time 記録、

bettering より優れて、mark 記録、set by ～が残した、four years ago 4年前、Sochi 

ソチ（ロシア） 

例文1.3 語句：(見出し）women 女子、shatter 更新した、conquer 打破する、

defending champion 前回の優勝国、Netherlands オランダ、team pursuit final 団体

パシュート決勝戦 

(リード）captured 勝ち取った、beating 打ち負かして、Wednesday 水曜日、world 

record-holding 世界記録保持者、trio 3人組、sisters 姉妹、defeated 破った、Dutch 

オランダ人、winning 勝って、minutes 分、seconds 秒 

 

例文1.1 試訳：(見出し）羽生、宇野、男子フィギュアシングルで1，2位独占 

(リード）韓国カンヌン発―羽生結弦は、2月17日、ピョンチャン冬季五輪で日

本に初の金メダルをもたらし、男子フィギュアシングル選手で66年ぶりに五輪

の王者として再現することになった。 

例文1.2 試訳：(見出し）小平奈緒選手、スピードスケート500㍍で韓国の李の

オリンピック記録を越え勝利 

(リード）韓国カンヌン発―小平奈緒選手は、加速するため猛烈に両腕と脚を上

下左右させて勢いよくスタートを切った。彼女は楕円形のコースを目にもとま

らぬほど素早く動きゴール線を越えて、500㍍スピードスケートの金メダルを優

に手にした。その記録は、4年前ソチ五輪で李
イ

相
サン

花
ファ

（韓）が残した37.28秒の記

録より良い36.94秒のオリンピック新記録だった。 

例文1.3 試訳：(見出し）日本女子、団体追い抜き（パシュート）決勝で前回勝

利国オランダを打破、オリンピック記録を更新 

(リード）韓国カンヌン発―日本女子選手は、ピョンチャン五輪のスピードスケ

ート団体追い抜きで水曜日、前回の勝利国オランダを打ち負かして金メダルを

勝ち取った。世界記録保持者の高木美帆、菜那姉妹と佐藤綾乃の3人組は、カン

ヌンオーバル会場の決勝戦でオランダを新オリンピック記録の2分53.39秒で破

った。 

 


