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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワンツートラップロー  上・上・下

ワンツースパインシュート  上・上・中
クイックトラップロー  上・下

アーチキックコンボ  上・上

ピーコックワルツ  中・中
ピーコックジャイブ  中・上・上

トライアングルスプレッド  中

バーティカルアクシズ  中 近距離ヒット時投げへ

マルスソード  上・中
HHHH サークルニー  中

ベリエアタッケ  中

BBBB キティシザース  中

クロックキック  中・中
ディレイクロックキック  中・中

ディレイクロックキック・リターン  中・中・中

デフュージョンハンド  中

オルレアンソード  中 で背向けへ
BBBB フッキングヒール  中

シャットアップスタンプ  中・下

バックフリップ・スピニングエッジ  中・中・中
パドリング＆フリップミラー  下・上 背向けへ

パドリングビート  下・上・中 でしゃがみへ

ブラッディマスカレード・ハーケン  中・上・上

ブラッディマスカレード・ランス  中・上・中
ソーンウィップ  下

TTTT マッターホルンキャノン  中

ラウンドカッター  上

エーデルワイス  下
フリージア・スラスト  下

エリゼ・ルブラアロンジ  中

エリゼ・ルブラアロンジ・カロコレ  中・中

ヘリオトロープ  上・上 で背向けへ
ラビットエア (((( (  特殊動作 ((相手に背を向けて((((、で特殊ステップへ

ラビットテール (((( (  下

ラビットスパインシュート (((( (  中

デンドロビウム  中
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フリップミラー  特殊動作

ドロワスナップ 相手に背を向けて( 上
カンセール・ユヌードゥ 相手に背を向けて( 上・上

ロンペフルーレ 相手に背を向けて( 中

BBBB ハングドキック・スピニングエッジ 相手に背を向けて( 中・中・中・中
BBBB テンペスト 相手に背を向けて( 中・中

ツイストバックフリップ・フルーレ 相手に背を向けて( 中・中

アンテロープキック 相手に背を向けて( 下・中

フラットトリップ 相手に背を向けて( 下 で正面向きへ
スパインシュートｆｆ  ガード不能

ムーンサルト・アルストロメリア  中・中・中・中 ((、で特殊ステップへ、で特殊ステップへ

カプリコーンキック  中

マスタングランス  中・中
ウイングニー  中

ウイングニー・トゥー  中・上

TTTT ウイングニーキャノン  中・中

アロンジェブラ・ピアス  中
アルストロメリア  中・中・中 で特殊ステップへ

アルトロデオ  下 で背向けへ

スパインシュート  中
パラードステップ  特殊動作

ローズ・ピケ  中・中 でキャンセルして背向けへ

シャンゼストライク  中

クロワゾネ  上・上
サーブルスラッシュ  中

サレンデイジー 立ち途中に( 中・上・下

TTTT ライジングタクト 立ち途中に( 中 で背向けへ

BBBB ハニーサックル 立ち途中に( 中・中
スラッシュヴァイン しゃがんだ状態で( 中

ホライズンスライド しゃがんだ状態で( 下

シリンダートーキック 横移動中に( 中

メヌエット 横移動中に( 中

１０連コンボ(１(  上・上・中・中・下・下・中・中・中 近距離ヒット時投げへ

１０連コンボ(２(  上・上・中・中・中・下・下・中・中・ガード不能

１０連コンボ(３(  上・上・中・中・中
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デボーションキス 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
TTTT ソールスイープ 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

バウンススイング 相手の左横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け
スナップクラッシュ 相手の右横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

ジャッジメントシグナル 相手の背後から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け×

ラフレシア 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
ウインドアップシュート 相手壁やられ中( (((( (  空中投げ ((相手壁やられ中、投げ抜け×

コントル・カウンター 相手のパンチ攻撃に合わせて( (((( (  返し技


