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Ogre （オーガ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上
鬼哭連拳（きこくれんけん）  上・上・上

裏拳二段（うらけんにだん）  上・上

震軍（しんぐん）  中・上

破砕蹴（はさいしゅう） 【】 中・中
トリプルハンマー  中・中・中

飛空（ひくう）  特殊動作

BBBB トラロック  上・上・上
マルフィク (正面ヒット時のみ) 投げ 投げ抜け×

ホロコーストナパーム  ガード不能

ディメンションダイブ  中

右掌底打（みぎしょうていだ）  中
サスカッチキャノン  中

HHHH クエッカスイープ  上

オーガスマッシュ  中 カウンターヒット時投げへ
ブート  特殊動作

ブートラッシュ  中・中・中

ショルダーインパクト  中

ハングリーフッキング  中・中
テペヨロトル  中・中・中

BBBB サーペントファング  中・中

ギロチンクラッカー  中・中
ギロチンディメンション  中・中・中

TTTT ハリケーンミキサー  中

HHHH ミドルテイルカッター  中 ホールドで背向けへ

HHHH ダブルテイルカッター  中・中
ラス・アルハゲ  中

TTTT ファイアクラッカー  下・上

ブレイジングインフェルノ  上段ガード不能
ローテイルカッター  下

BBBB ゴライアス・トゥース  中

ムリファイン  下

ムリファイン・エンド ホールド 下 正面ヒット時投げへ
ラムファスタ  下

オーガピッチャー  中

オフィディオ・フォビア  上
閃身後掃連腿

（せんしんこうそうれんたい）
 下・下

ダブルニーランチャー・ハイ  中・中・中・中

イェド・プリオル  中
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Ogre （オーガ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

竜車蹴り（りゅうしゃげり）  中 ヒット時でブートへ

輪廻（りんね）  中 で飛空へ
ナックルボム  中

BBBB スピンテイル  中
裏旋空刃双脚（りせんくうじんそうきゃく）  中・中・上・上
コンドルクロー  中

コンドルバイツ (ヒット時のみ) 投げ 投げ抜け×

クラッカースマッシュ  中・中 ２発目カウンターヒット時投げへ

ケツアルクアトル  中・中 １発目ヒット時やられ側は(or )orで回避可
ケツアルクアトル・サビク ヒット時・・・ 中・中・中・中・中・中・中 １発目ヒット時やられ側は(or )orで回避可

BBBB 左踵落とし（ひだりかかとおとし）  中

クナイ駆け（くないがけ）  上段ガード不能

キックスタート  中
スーパーサイズミサイル  中

ヘルファイア  ガード不能

イェド・ポステリオル  中 正面ヒット時、空中ヒット時投げへ

ヴァイパーシュート  中
ヴァイパーチャージ ヒット時 中・中

コールドブレード しゃがんだ状態で  下

TTTT アコンカグア 横移動中に  中
アステカシュート 横移動中に  下

BBBB 鬼八門（おにはちもん） 立ち途中に  中・中

TTTT 魔神拳（まじんけん） 立ち途中に  中

ビッグフット 立ち途中に  中
踵落とし（かかとおとし） 立ち途中に  中・中

アナザーディメンション 仰向けダウン中に  中 ororで出現位置変化

挑発（ちょうはつ）  特殊動作
10連コンボ  中・上・上・下・中・中・中・中・中・上・投げ 投げ抜け×

ナパーム・ロースター 相手に接近して  投げ 投げ抜け

バーナードスイング 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ケバルライ 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

チュパカブラス 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

ブラッドサッカー 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×

TTTT 残月（ざんげつ） 相手に接近して  投げ 投げ抜け


