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Jinpachi Mishima （三島 仁八／ミシマ ジンパチ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

烈拳（れっけん）  上・中
多聞殺（たもんさつ）  上・中

裏拳二段（うらけんにだん）  上・上

閃烈脚（せんれつきゃく）  上

炎魔砲（えんまほう）  ガード不能
素盞嗚（すさのお）  中・中・中

迦楼羅（かるら）  中

BBBB 右踵落とし（みぎかかとおとし）  中

合掌拳（がっしょうけん）  中
如意動（にょいどう） (((( (  特殊動作

不動圧（ふどうあつ） 如意動中に( 中

絶裏拳（ぜつうらけん） 如意動中に( 上
魂送り（たまおくり） 如意動中に( 投げ 投げ抜け

国崩し（くにくずし）  中

断罪手（だんざいしゅ）  ガード不能

二連掌破（にれんしょうは）  中・上
風神拳（ふうじんけん）  上

風雷暴（ふうらいぼう）  上・中

BBBB 阿羅漢鎚（あらかんつい）  中・中
阿羅漢突（あらかんとつ）  中・上

羅漢蹴（らかんしゅう）  中

破軍（はぐん）  中

BBBB 礎割り（いしずえわり）  中
亡者延べ（もうじゃのべ）  中・中

鬼蜘蛛（おにぐも）  下

天地返し（てんちがえし）  中
發雷（はつらい）  特殊動作

雷神閃（らいじんせん）  中

TTTT 風神閃（ふうじんせん）  上

難陀連拳（なんだれんけん）  特中・中
安底羅掌（あんてらしょう）  下・上

滅諦（めったい）  下・中

広目蹴（こうもくしゅう）  下

散光烈風（さんこうれっぷう）  上
仏頂刎ね（ぶっちょうはね）  上・上

HHHH 阿含爪（あごんそう）  中

地鎮砕（じちんさい）  中
HHHH 新月旋（しんげつせん）  上

BBBB 金剛突き（こんごうづき）  中

TTTT BBBB 金鎖甲（きんさこう）  中・中

金鎖甲～如意翔（きんさこう～にょいしょう）  中・中・特殊動作 如意翔((の派生技にシフト可
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乾闥婆（けんだつば）  中
空刃脚（くうじんきゃく）  中

裏旋空刃脚（りせんくうじんきゃく）  中・中

羅漢飛翔蹴（らかんひしょうしゅう）  中

如意翔（にょいしょう）  特殊動作
天道（てんどう）  上・上・上

BBBB 地獄道（じごくどう）  上・上・中

BBBB 餓鬼道（がきどう）  中

修羅道（しゅらどう）  中・中
畜生道（ちくしょうどう）  下

送り火（おくりび）  中 正面ヒット時投げへ

禁戒破り（きんかいやぶり）  中

胎蔵回（たいぞうかい）  中
空斬脚（くうざんきゃく）  中

BBBB 軍荼利肘（ぐんだりちゅう） 立ち途中に( 中・中

TTTT 召雷破（しょうらいは） 立ち途中に( 中
BBBB 梵天（ぼんてん） 立ち途中に(地上ヒット時 中・ガード不能

乾闥蹴（けんだつしゅう） 立ち途中に( 中

葬魔豪連（そうまごうれん） 立ち途中に( 中・中・中

積石崩し（つみいしくずし） しゃがんだ状態で( 下
卒塔婆割り（そとばわり） しゃがんだ状態で( 中

六腑壊雷神拳（ろっぷかいらいじんけん） 横移動中に( 中・中

鬼下駄（おにげた） (相手ダウン中( 下

挑発（ちょうはつ）  特殊動作

臥薪嘗胆（がしんしょうたん）  特殊動作

10連コンボ  中・中・中・中・下・上・中・中・中・ガード不能

裸地獄（はだかじごく） 相手に接近して 投げ 投げ抜け

超金剛落とし（ちょうこんごうおとし） 相手に接近して 投げ 投げ抜け

地獄巡り（じごくめぐり） 相手の左横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け
金剛落肘（こんごうらくちゅう） 相手の右横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

断見落（だんけんらく） 相手の背後から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け×

TTTT 超ぱちき（ちょうぱちき） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

極楽巡り（ごくらくめぐり） (相手しゃがみ中(接近して( 下段投げ 投げ抜け
無間金剛落とし（むげんこんごうおとし） (相手しゃがみ中(接近して( 下段投げ 投げ抜け

颶風（ぐふう） 空中の相手に( (((( (  空中投げ 投げ抜け×

大輪廻金剛落とし（だいりんねこんごうおとし） 空中ヒット時 上・上・上・空中投げ 投げ抜け×

感念瘴壁（かんねんしょうへき） 相手のパンチ攻撃に合わせて( ((( (  返し技


