
1 / 3



©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.

Bruce Irvin （ブルース・アーヴィン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワン・ツー  上・上
ライジングコンビネーション  上・上・中・中

ノーザンライトコンビネーション  上・上・中

ワン・ツー・ハイキック  上・上・上・特殊動作 バサートスタンスへ

バサートクラボーン バサートスタンス中に  上・中
バサートロッブリー バサートスタンス中に  上

バサートテンカオ バサートスタンス中に  中

バサートチャイヤー バサートスタンス中に  下

BBBB バサートハンマースタンプ バサートスタンス中に  中
ワン・ツー・ローハイキック  上・上・下・上

サザンクロスコンビネーション  上・上・中

クイックノーザンライト  上・中
ストレート・ハイキック  上・上・特殊動作 バサートスタンスへ

ストレート・ローハイキック  上・下・上

ショットガンスラッグ  中・中

ショットシェル  中・特殊動作 キャンセルして☆特殊ステップへ
シャッターキック  中・上

TTTT コブラソード  上

HHHH サイクロンキック  上

ベーンハーン  上・下
ベーンボーン  上・上

ブルニードル  中

ブルニードル＆チョッピング  中・上
プロミネンスコンビネーション  中・中・上・特殊動作 バサートスタンスへ

ソーク・クラブ  上

テンカオ  中

デリンジャーナックル  中・上
BBBB デリンジャーハヌマーン  中・中・上・中

デリンジャーローキック  中・下

デリンジャーエラワン 【】 中・中

ティー・ソーク・ラン  中
サイクロン・トルネード  下・中

トライデントミドル  中・特殊動作 バサートスタンスへ

バレットコンビネーション  中・中・中・中・中
BBBB ライトハンマースタンプ  中

レフトローハイキック  下・上 バサートスタンスへ

TTTT ブルファング  下・上

トライデントロー  下
BBBB グラブガン・マーディット  中

スーア・レプ  中・中・中

スウェーレフトローハイキック  下・上 バサートスタンスへ

TTTT スウェーブルファング  下・上
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スウェーハイキック  上
ブルトルネード  下

トリプル・ティー・ソーク  上・上・中

ティー・ソーク・カウ  中

ストッピング  上 カウンターヒット時投げへ
ストッピング＆カウンターフック  上・上

ストッピングフェイントニー  上・中

トリプルニーコンボ  中・中・中

ダブルニー＆ローキック  中・中・下
ダブルニー＆エラワン 【】 中・中・中

TTTT バックハンドブロー  上

サイドワインダー  ガード不能
バック転（バックてん）  特殊動作

フェイントレッグバズーカ  上

ジャンピングエルボー  中

ジャンピングニー  中
ジャンピングハンマー  中

テンカオ・パヨン  中・中

クロスストレート  上 パンチ捌き効果あり、成功時クロスカウンター
HHHH スライサー  中

クンカオ・ムン  中 でキャンセル

ローリングカッター  中 でしゃがみへ

TTTT ニーランチャー  中
ダッキングアッパー＆ロッブリー ☆  中・上

ダッキングアッパー＆マーヤーン ☆  中・中

TTTT ダッキングエルボー ☆  中
ダッキングロー ☆  下

ダッキングニーランチャー ☆  中

ダッキングニーランチャー・ハイ ☆  中・中

スナイパースラッシュ  中
ショートボディシェイカー 立ち途中に  中

ダブルトマホーク 立ち途中に  中・上

アッパーニー 立ち途中に  中

ペインウインド しゃがんだ状態で  下
クイックトルネードアッパー しゃがんだ状態で  中

ライトミドル＆レフトフック 横移動中に  中・上

ダブルミドルキック 横移動中に  中・中
ティー・ソーク・ボン 横移動中に  中

１０連コンボ(１)  上・上・上・上・中・中・下・上・中・中

１０連コンボ(２)  上・上・上・上・中・中・下・上・下・中
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TTTT ティー・カウ・トロン 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ティー・カウ・コーン 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ヘッドブレイクスロー 相手の左横から接近して ((( )  投げ 投げ抜け

フェイスブレイクスロー 相手の右横から接近して ((( )  投げ 投げ抜け
バックフリング 相手の背後から接近して ((( )  投げ 投げ抜け×

アナイアレイター 相手に接近して  投げ 投げ抜け

    ■ 膝地獄コンビネーション ■     ■ 膝地獄コンビネーション ■ -
正面右膝蹴り（しょうめんみぎひざげり） ☆  投げ 投げ抜け

首投げ（くびなげ） 正面右膝蹴り中に  投げ 投げ抜け
左横膝蹴り（ひだりよこひざげり） 正面右膝蹴り中に ((( )  投げ 投げ抜け

回し右膝蹴り（まわしみぎひざげり） 左横膝蹴り中に   投げ 投げ抜け((( )、(左横膝蹴りのコマンドに応じて投げ抜けが変化)
真空飛び膝蹴り（しんくうとびひざげり） 回し右膝蹴り中に  投げ 投げ抜け×
首相撲（くびずもう） ☆  投げ 投げ抜け

チャランボー 首相撲中に  投げ 投げ抜け

チャランボーラッシュ 首相撲中に  投げ 投げ抜け


