
1 / 3



©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.

Craig Marduk （クレイグ・マードック）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上
BBBB ワンツーストマックキックコンボ  上・上・中・上

ワンツークラウチングスタイル  上・上・特殊動作 でキャンセル

ワンツーエルボースティング  上・上・上

ジャブ～ボディブロー  上・中
クイックエルボースティング  上・上

TTTT ストレート～ショルダーインパクト  上・中

プッシング  中

クラウチングスタイル  特殊動作 でキャンセル
アドバンスクラウチングスタイル  特殊動作

セットアップビースト  特殊動作 or

スピアタックル クラウチングスタイル中  投げ 着地際は特殊中段
スイッチ スピアタックル中 (or (  特殊動作

ジャイアントチョークスラム クラウチングスタイル中  投げ 投げ抜け

ボディスラム クラウチングスタイル中  投げ 投げ抜け

BBBB パワーバンプ クラウチングスタイル中  中・中
パワーストレート クラウチングスタイル中  中

バイソンホーン クラウチングスタイル中  下・中

ダブルハンマーフック  上・上

BBBB フックスマッシュコンボ  上・中・中
ニーリフト  中

BBBB マンモスチャージ  中・中

ワイルドスタンプ  中
ジャイアントブラット  中・中・中

スクライミングタックル  上段ガード不能 でクラウチングスタイルへ

ジャイアントボール  中

スイングアッパー  中
ダブルインパクト  中・中

ストマックキック  中

BBBB アンガーラッシュ・ヘッド  中・上・上・中・上

アンガーラッシュ・クラウチング  中・上・上・特殊動作
アンガーラッシュ・スティング  中・上・上・上

アンガーラッシュ・ボディ  中・上・中

BBBB ストマックキックコンボ  中・上
BBBB コングラッシュ  中・中・上

BBBB コンプレッサー  中・中

ヘッドアタックグラインダー  中

ダンク・エルボー  中
アリゲーター  中・中

ステップインローキック  下

ニースライサー  下

TTTT ショルダーインパクト  中
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クローザーストライク  中
ハーストバッシュ  下・上・中

ハーストトラップキック  下・中

レッグシザース  下 カウンターヒット時投げへ

TTTT スウェーダブルハンマー  中
ダブルナックルハンマー  中・中

HHHH ローリングバックナックル  中

サスカッチキャノン  中

クイックバズーカ  中
アースクエイク  中

クレイグキャノン (でキャンセル( ガード不能 でキャンセルしてスピアタックルへ

ニースリング  中
ジャンプインミドル  中 or or 

モンゴリアンチョップ  上

フットスタンプ  中 or or 

エルボースティング  上
HHHH ウインドミルインサイド  中

ビッグアーチスイング  中

TTTT バリスタナックル  中・中 ホールド可

バベルブレイク  下
BBBB バイシクルキック  中

ヘルスタッブ 立ち途中に  中 でクラウチングスタイルへ

ブレイクバック 立ち途中に  中・上
トルネードフック 立ち途中に  中

TTTT レイドキック 立ち途中に  中

スタン・ニー 立ち途中に  中

クイックアッパー 立ち途中に  中
クレイグホーン しゃがんだ状態で  中 正面ヒット時投げへ

シットブレイクキック しゃがんだ状態で  下

ローリングハンマー 横移動中に  中 でクラウチングスタイルへ
インステップミドル 横移動中に  中

BBBB トールハンマー 横移動中に  中

ウェイクアップハンマー うつ伏せダウン中に  中

ウェイクアップスイープ うつ伏せダウン中に  下
クエイクキック (相手ダウン中( 下

１０連コンボ(１(  上・上・中・中・上・中・下・中・中・上

１０連コンボ(２(  上・上・中・中・上・中・中・中・下・上
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ローリングスプラッシュ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ニークラッシャー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

リバースヘッドクラッシュ 相手の左横から接近して (or (  投げ 投げ抜け

リフトアップスロー 相手の右横から接近して (or (  投げ 投げ抜け

バックドロップ 相手の背後から接近して (or (  投げ 投げ抜け×
フライングスプラッシュ 相手の背後から接近して (or (  投げ 投げ抜け×

TTTT アトミックバスター 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ノーザンライトスープレックス 相手に接近して  投げ でマウントポジションへ、投げ抜け
パワースラム 相手に接近して  投げ でマウントポジションへ、投げ抜け

バックブリーカー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ジャックハマー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

レフトパウンドラッシュ マウントポジション中に  投げ 投げ抜け
ネックロック マウントポジション中に  投げ 投げ抜け

ライトパウンドラッシュ マウントポジション中に  投げ 投げ抜け

ニー・バー マウントポジション中に  投げ 投げ抜け
マウントモンゴリアンチョップ マウントポジション中に  投げ 投げ抜け

スカルクラッシュ マウントポジション中に  投げ 投げ抜け

パワーボム (相手しゃがみ中(接近して  下段投げ 投げ抜け
アルティメット・ニー (相手しゃがみ中(接近して  下段投げ 投げ抜け

ヘラクレスハンマー (相手ダウン中(足側で  投げ or(相手ダウン中(頭側で 、投げ抜け

リバーシスロー (相手ダウン中(足側で  投げ 投げ抜け

アラーム・ニー (相手ダウン中(頭側で  投げ 投げ抜け
トップポジション (相手仰向けダウン中(横で (or (  投げ 投げ抜け (or ( 

リバース・ニー (相手うつ伏せダウン中(横で (or (  投げ 投げ抜け (or ( 

パイルシュート 空中の相手に (or (  空中投げ 投げ抜け×
オリンポス・スクリュー 空中の相手に (or (  空中投げ 投げ抜け×

モビーディックダイブ 空中の相手に  空中投げ 投げ抜け×

ギガンティックアンガー 相手壁やられ中 (or (  空中投げ or相手壁やられ中 、投げ抜け×

キャッチ 相手の攻撃に合わせて (or (  返し技


