
楽楽英語カテゴリー：スポーツ（２０１９年から２０２１年４月） 

１：スポーツで英語（１）～（９） 

 

 

 

（１）ボクシングで英語：モンスター井上 

 

 

動画の中での井上選手の戦績を英語でまとめてみよう。 

 

2014, Inoue vs. Adorian Hernandez(Mexico) 

Inoue knocked out his opponent in round 6. 

He became the new world champion in the WBC at the age of 20. 

 

2014, Inoue vs. Omar Narvaez(Argentina) 

Having been knocked out to the ring floor twice in the 1st round and again two 

more times in the 2nd, Narvaez conceded defeats. 

 

2017, Inoue vs. Ricard Rodoriguez(Mexico) 

During 5th defense of WBO title, Inoue defeated Ricard. 

Ricard was sent to the floor twice after a final hit from the champion’s upscale left 

hook. 

 



2018, Inoue vs. Jamie Macdonald(UK) 

Inoue won by the technical knockout in the 1st round. 

He became the world champion in the 3rd category. 

 

2019, Inoue vs. Nonito Donaire 

During the finale of the world boxing super series, Inoue won in the unanimous 

decision. 

 

「knock out」ノックアウトする 

「win by technical knockout」テクニカルノックアウトする 

「win in the unanimous decision」全員一致の判定で勝つ 

「defeat」勝つ 

「concede defeat」敗北する 

「be sent to the floor」マットにしずめられる 

 

 

 

（２）野球で英語：イチローのレーザービーム 

 

 

「Laser beam strike from Ichiro!」 

この送球はものすごかった、解説者も興奮しながら「イチローからレーザー光線のような

送球！」といっていた。 

 

「Strong throwing arm」 

強肩 

 



「There’s no way he’s gonna get into position to throw, but you see, how quick he 

turned his feet, pivoted , and he’ll catch the ball over on the glove- hand-side and 

quick release and a threat to his strong arm! A runner’s not gonna try it. 」 

get into position: ランナーが位置につく 

pivot: 旋回軸で回転する 

strong arm: 強肩 

 

「A high pop up down in the right field line.」 

pop (up): ぼんフライ 

 

「tag a third base」 

3 塁をタッチアウトにする 

 

「a perfect one hopper」 

完璧なワンバウンド送球 

 

「Ichiro is there to make a catch」 

イチローが（打球に）追いつき、捕球する 

make a catch: 捕球する 

 

「Area 51」 

イチローの背番号 51 と UFO 基地として名高いエリア 51 をかけている。 

 

 

 

（３）サッカーで英語（称賛する英語）：クリスティーナ・ロナウド 

 

 



「What a goal!」 

「what a 名詞！」のカタチ。いわゆる感嘆文だ。 

「なんというゴールだ！」 

 

「He’s simply unstoppable!」 

「simply」はここでは強調のために使われている 

「彼を止めることは絶対に不可能だ！」 

 

「That’s a brilliant job!」 

「brilliant」すばらしい、かがやく 

 

「What a tremendous strike!」 

「tremendous」すごい 

 

「Absolutely sensational!」 

「sensational」驚くべき 

 

「Absolutely brilliant!」 

 

「Amazing goal from Christiano Ronald!」 

 

「A magnificent goal!」 

「magnificent」壮大な、堂々とした 

 

「A wonderful goal from Ronald!」 

 

「Out of this world!」 

この世の物とは思えない 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）サッカーで英語：メッシの異次元プレー１５個 

 

 

①He blocked an incredible shot. 

攻撃だけでなく、守ることもできる。 

 

②He won a header against Ronaldo despite his height. 

「header」ヘッディングシュート 

背が自分より高い相手に対してもテクニックでカバー。 

 

③He was so frightening that Diego Simoene couldn’t enjoy Torre’s goal. 

圧倒的なカリスマ性と存在感があるメッシ。 

 

④He scored from behind the goal. 

角度的にゴールの後ろからシュートを決める 

変幻自在のメッシ。 

 

⑤He played as a 17 year old, so impressive that Capello asked Ricardo during the 

game to sign Messi on loan for Juventus. 

カペッロは当時の名門ユベントス監督。 

 

⑥He kicked one ball and scored two goals. 

練習風景だが、 

まるでささっている矢に矢を打ち込んでいるみたいだ。 

 



⑦He didn’t dive despite his height. 

うまくテクニックでカバーしている。 

 

⑧He nutmegged a goalkeeper. 

「nutmeg」相手の股間を抜きながらプレイすること 

 

⑨He dribbled against 9 defenders. 

伝説の９対１。 

まんがみたいだ。 

 

⑩He beat two defenders while lying on the ground. 

ボールがくっついているみたいだ。 

 

⑪He came back from an injury and scored a hat trick as a substitute in 19 minutes. 

「score a hat trick」ハットトリックを決める（３点） 

「substitute」代わり、後任、サブ 

 

⑫He scored an impressive long-range goal. 

「long-range」長距離の 

 

⑬He scored a title decisive goal with his chest. 

「decisive」決定的な 

 

⑭He used a referee to beat a defender. 

何でも臨機応変に利用するメッシ。 

 

⑮He scored a goal which was scientifically proved as “impossible”. 

科学的見解でも異次元なメッシ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）サッカーで使われる表現 

 

 

「score a hat-trick」 

ハットトリックを決める。 

 

「Zaragoza tried to stop Messi with dirty tricks.」 

ザラゴーサは反則してでもメッシを止めようとした。 

 

「Messi pivots and does keep it in play.」 

メッシは反転して、プレイを続ける 

 

ちなみにヘッディングは英語では「header」という。 

「scored on a header」 

ヘッディングで得点を決めた。 

動詞で使うと、「head a ball」となる。 

 

ゴールキーパーは 

「goalie」「keeper」「goal keeper」のどれでもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）陸上競技とウサインボルト 

 

 

陸上：track and field/ track の省略もあり。 

陸上競技：track and field event/ track and field competition 

短距離走：sprint 

100 メートル走：100-meter dash/ 100 meters 

走り高跳び：running high jump 

走り幅跳び：long jump 

棒高跳び：pole vault 

vault はアーチ状の天井という意味。 

円盤投げ：discus throw 

discus は熱帯魚で円盤の形に似ている。 

やり投げ：javelin throw 

javelin は中世の武器で spear より小型のヤリ。 

 

ウサインボルトについて英語で学んでみよう。 

Usain Bolt was born in the countryside of Jamaica in 1986. 

He was very energetic as a child, like playing in the dirt, walking on barefoot, 

walking in the rain. 

 

He played cricket in the childhood, but he decided to focus his energy into 

sprinting. 

In 2001, he competed in his first international competition in Hungary. 

 

ハンガリーでは予選敗退だったがそこから這い上がり 



2009 年にあの有名な 100 メートル走の世界記録を樹立した。 

Bolt established his personal best of 9.58 seconds in 2009 in the 100 meters, which 

is the fastest ever run. 

 

 

 

（７）バスケットボールで役立つ表現 

 

 

まずはバスケットボールの基本ルールについて英語でスピーキング力を伸ばしてみよう。 

 

５つの文で話すバスケットボールのルール 

①Basketball is played by two teams of five players each. 

②Points are scored by shooting the ball through the hoop. 

③Points can between one and three, depending on where the shot is taken on the 

floor. 

④You have to move the ball by dribbling or passing. 

⑤When you are stationary with the ball, you can pivot around on one foot. 

 

それじゃあ次は、バスケットボールの中で使われている表現を見てみよう。 

「パスカットをする」Make a cut 

「チェストパスをする」Make a chest pass 

「バウンドパスをする」Make a bounce pass 

「フリースロー」A free throw 

「レイアップ」A lay-up 

「マンツーマン」Man-to-man defense 

「ゾーン」Zone defense 

 



それじゃあ最後にバスケットボールマンガの「スラムダンク」の中での安西先生の名言を

見てみよう。 

 

「お前のためにチームがあるんじゃねえ。チームのためにお前がいるんだ。」 

「The team is not for you. You are here for the team.」 

これは怖い時の安西先生。 

 

「最後まで希望を捨てちゃいかん。あきらめたらそこで試合終了だよ。」 

「Don’t give up. Cleave to hope till the very end. When you give up, that’s when the 

game is over.」 

これは落ち着いた時の安西先生。 

 

 

 

（８）テニスで英語 

 

 

(テニスのコートを英語で説明してみよう：スピーキング練習) 

 

①Tennis courts are divided in 2 by a net. 

ネットによって相手面と味方面とに分かれている。 

 

②The parallel line furthest from the net is the baseline. 

「furthest from」～から一番離れている 

 

③You’ll stand here to make the first serve. 

ベースラインからサーブは放たれる。 

 



④A thinner line between the baseline and the net is called the service line. 

 

⑤You’ll aim your serves into the area between the net and the service line. 

 

⑥The two lines on each side of the court perpendicular to the net mark the 

boundaries of the court. 

「perpendicular」垂直な 

 

⑦The inner line is for a singles game and the outer is for doubles. 

 

（ゲームの勝敗について英語で：スピーキング練習） 

 

The game ends after one player has scored 4 points with a margin of at least 2 

points over the loser. 

「margin」差 

 

（テニス特有の表現） 

「love」ゼロを表す。 

「net player」前衛 

「behind player/ baseliner」後衛 

「overhead」スマッシュ 

 

（テニスに関わるイディオム） 

「The ball is in your court」あなたの番です 

「draw the line」一線を画す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（９）ゴルフで英語 

 

 

（ゴルフのイディオム） 

「par for the course」よくあること、当然のこと 

 

（ゴルフに関係する英語表現） 

「a driving range」打ちっぱなし 

「tee time」プレイ時間 

 

（ゴルフを英語で説明：スピーキング練習, wikiHow より引用） 

①A standard golf course has 18 holes, or areas with a tee, green, and physical hole 

marked by a flag. 

「tee」球を載せる台 

「green」グリーン 

 

②After the tee off at each hole, the person who is farthest away from the hole hits 

first, then the person who is next farthest away, and so on until everyone gets the 

ball to the hole. 

 

③If you hit your ball out of bounds or into water, you will have to take a 1 stroke 

penalty, drop your ball again where you shot it, and try again. 

「bound」境界線 

「stroke」打つこと 

 

④Your score on each hole has a nickname relating to the par for that hole. 



⑤Shooting 2 under par is called an “Eagle”. Shooting 2 under par is a “Birdie”, and 

shooting even with the par is just called “Par”. 

 

⑥Shooting 1 over par is a “Bogey”. Then 2 over par is a “Double Bogey”, 3 over par 

is a “Triple Bogey”. 

 

 

 

 


