
鉄拳５ DARK RESURRECTION 技表

日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
連拳衝捶  上・中
疾火蓮弾  上・上・上
疾火蓮弾  上・上・上
連環衝腿  上・上
両断把 【】 中
両断短打 【】 中・中
連捶槍衝 【】 中・上
旋風地背脚 【】 中・下
拐肘  中
入環嶽寸把  中・中・中
虎尾双肘把  上・中
右脚爪蹴破  上・中
里合転腿  上
右脚落蹴破  上・下
掌把  中
発剄掌  中・中
側碭腿  中
弾腿  中
蒼蛇落襲  下
鬼弾激掌  下・中
旋陣小擒打  中・中
旋風連捶  下・下・中
旋風連捶  下
跌釵  下
剛掃腿  下
撲面掌  上
伏虎連脚陣  中・下・中・中
転身衝捶  上・中
側腹腿  中
鷹翔把  中 oo 
落襲崩打  中
裂旋脚  上 oo 
飛天脚  中 oo 
転劉剛破暫  上
雲手  特殊動作 oo
抱虎帰山  中
風裂拳  上
蠍伏蹴  上
里合腿  上
交牙落襲  中・下

Feng Wei：馮 威（フェン・ウェイ）
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日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
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嶽寸靠  中
虚歩  特殊動作
抱虎帰山  中
風裂拳  上
蠍伏蹴  上
里合腿  上
天掌  ガード不能
挿捶  中
焚把  中
連環腿  中・中
虎撲掌  中
単鞭  中
残影  特殊動作
七寸靠  下
崩打  中
蒼弓腿  中・上・上・上
裂蹴脚  中
疾歩蓮弾 立ち途中に  中・中・中
金剛搗捶 立ち途中に  中
穿弓腿 立ち途中に  中
蹬脚 立ち途中に  中
落襲把 しゃがんだ状態で  下
反掌 横移動中に  上
前掃腿 横移動中に  下
打開 横移動中に  中
焚把 相手に背を向けて  中
背身剛掃腿 相手に背を向けて  下
背身双肘 相手に背を向けて  中
倒震脚 (相手ダウン中) 下
１０連コンボ(１)  上・中・中・中・下・中・下・下・中・中
１０連コンボ(２)  上・中・中・中・下・中・下・上・中・上

豪天掌 相手に接近して (oo ) 投げ 投げ抜け
蛇咬掌把 相手に接近して (oo ) 投げ 投げ抜け
崩激把 相手の左横から接近して (oo ) 投げ 投げ抜け
断靭空舞 相手の右横から接近して (oo ) 投げ 投げ抜け
回頭抱肘 相手の背後から接近して (oo ) 投げ 投げ抜け×
崑崙墜 相手に接近して  投げ 投げ抜け
返し技 相手のパンチ攻撃に合わせて (oo ) 返し技
雲手 相手の攻撃に合わせて  返し技
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