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Baek Doo San （白頭山／ペク・トー・サン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ダブルジャブ  上・上
ワンツーパンチ  上・上

ワンツーパンチ～フラミンゴムーブ (((( (  上・上・特殊動作 (( (((( ( 

ワンツーパンチ～バタフライキック  上・上・上・上・上・上

ワンツーパンチ～バタフライニードル  上・上・上・上・上・下
ワンツーパンチ～ブラックウイドー  上・上・上・上・上・中・中 (((((でフラミンゴムーブへ

ワンツーパンチ～メイルシュトローム  上・上・上・上・上・中・下

TTTT ワンツーパンチ～ブレイクブレード  上・上・上・下・中

バックナックルコンビネーション  上・上
ライトジャブフラミンゴ  上・特殊動作 フラミンゴへ

バタフライキック  上・上・上・上 (((((でフラミンゴムーブへ

バタフライニードル  上・上・上・下
ブラックウイドー  上・上・上・中・中 (((((でフラミンゴムーブへ

メイルシュトローム  上・上・上・中・下

TTTT ブレイクブレード  上・下・中

ヒールフォール  上・中
スカルクラッシュ  中・中

フラッシングハルバート  上・上 (((((でフラミンゴムーブへ

トリプルスクウェア  中・上・上

ダブルスクウェア＆ローキック  中・上・下
トライデントラッシュ  上・下・中

フェイントトライデントラッシュ  上・中

BBBB ヒールナイフ  中・中 (((((でフラミンゴムーブへ
BBBB ヒールクエイク  中・下

HHHH ローリングヒール  中 ((フラミンゴ中に(
レフトアッパー＆ハイキック～フラミンゴ  中・上 ((立ち途中に(、フラミンゴへ

ダブルクレイモア  中・中 ((((((((でフラミンゴムーブへ
トラップシュート  中 空中ヒット時空中投げへ

レイスハンマー  中

ハンマーチェイシング  中・中

ハイアングルスラッシュ  中
TTTT スネークブレード  下・下・中

スネークキック  下・下・下

ペクラッシュ  下・中・中・中 (((((でフラミンゴムーブへ
ペクラッシュニードル  下・中・中・下

ヒールフォールコンビネーション  下・上・中

パイクアッパー  中

サンドストーム  下・上 (((((でフラミンゴムーブへ
ダークハルバート  下

ヒールエクスプロージョン (でキャンセル( ガード不能

BBBB ステルスニードル  中

ボトルカット  上
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Baek Doo San （白頭山／ペク・トー・サン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

フラミンゴ  特殊動作
フラミンゴウェイブキック フラミンゴ中に( 中・上・上 フラミンゴ中に((((((でフラミンゴムーブへ

フラミンゴウェイブニードル フラミンゴ中に( 中・中・下 フラミンゴ中に((((((でフラミンゴムーブへ

フラミンゴディストラクション フラミンゴ中に( 中・上・中・中 (((((でフラミンゴムーブへ

フラミンゴメイルシュトローム フラミンゴ中に( 中・上・中・下
フラミンゴニードル フラミンゴ中に( 中 フラミンゴへ

クリムゾンランス フラミンゴ中に( 上

BBBB ヒールハンター フラミンゴ中に( 中

フラミンゴパリー フラミンゴ中に( 特殊動作 フラミンゴへ、下段捌き効果あり
TTTT フラミンゴジョーシェイカー フラミンゴ中に( 中

ヒールランス  中

デスマーチ  中
ディストラクション  上・上

ツイスター  上 でフラミンゴムーブへ、でキャンセル

BBBB ボーンスティンガー  中

BBBB ハンティングホーク  中・中・上
ジョーシェイカー  中

トリックバタフライキック ☆  中・上・上・上 ☆(((((でフラミンゴムーブへ

トリックバタフライニードル ☆  中・上・上・下 ☆(((((でフラミンゴムーブへ
トリックブラックウイドー ☆  中・上・上・中・中 (((((でフラミンゴムーブへ

トリックメイルシュトローム ☆  中・上・上・中・下

トリックスマッシュ ☆  中・上

TTTT スターライトブレード ☆  中・下・中
BBBB 左踵落とし（ひだりかかとおとし）  中

HHHH ストークスピン  中・上

バックナックル  上
ラストニードル  上段ガード不能

TTTT ウイングブレード ☆  中

キリングブレード  中 でフラミンゴムーブへ

BBBB クラッディングコンビネーション 立ち途中に( 中・中

ウェイブキック 立ち途中に( 上・上・上
立ち途中に((((((((((((でフラミンゴムーブへ、

立ち途中に((((((でフラミンゴムーブへ

ウェイブニードル 立ち途中に( 上・上・下
立ち途中に((((((((((((でフラミンゴムーブへ、

立ち途中に((((((でフラミンゴムーブへ
ヒートディストラクション 立ち途中に( 上・上・中・中 ((((でフラミンゴムーブへ

ニージャベリン 立ち途中に( 上・上・中・下

アルバトロス 立ち途中に( 中・中・中 ((、(((((でフラミンゴムーブへ
ジャベリン 立ち途中に( 中・中・下 ((

チッピングスイープ 横移動中に( 下

エアボーントリプル 横移動中に( 中・上・上

ブラインドミドルキック 相手に背を向けて( 中
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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

１０連コンボ(１(  上・上・下・中・中・中・上・中・下・中
BBBB １０連コンボ(２(  上・上・上・下・中・中・中・下・中・ガード不能 (((((でフラミンゴムーブへ

ハンマーヘッドスロー 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
TTTT ブルーシャークスロー 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

ポートサイドスロー 相手の左横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

スターボードサイドスロー 相手の右横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け
トリプルペイン 相手の背後から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け×

ボールブレーカー 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

ソードフィッシュスロー 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
コブラバイトスロー 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

トラップシュート 空中の相手に( 中・空中投げ 投げ抜け×

パリング 相手のパンチ攻撃に合わせて( 返し技 ((フラミンゴ中に(、攻撃を捌いた時で追加攻撃


