
技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
サミング＆ヒルト  上・上・中
ジャブ～ボディ  上・中
シュツルムスマッシュ  上・中・中
ロシアンフックラッシュ  上・上・中 でフェイントキャッチへ
ワンツースカッドキック  上・上・上
ワンツーマインキック  上・上・下
ディスコネクター  中・上・中
ストレートキック・ヘッドハンター  上・上
ストレートキック・プロペラキック  上・中
ストレートキック・アバランチブラスト  上・中
レッグフレイル  上 受身可
スタンガン・ニー  上・中
ステップインシェーブキック  中
ステップインマンティス  中・中 近距離正面ヒット時投げへ
コンビネーション・クーガー  上・上
コンビネーション・オルカ  上・下
スキャバード  上
スイッチブレード  中
スイッチブレード・リッパー  中・上
サイドロックアッパー  中
マンティスヒール  中 近距離正面ヒット時投げへ
スキナーエルボー  中
シャープナー  下
デタッチャブルキック  下・中
セパレーター  下・上・上
スティレット  下・上
コンビネーション・リッパー  中・中・中
クリッピングスイープ  下 近距離カウンターヒット時投げへ、(相手足側)うつ伏せで近距離ヒット時も同様の投げへ

フェイントローキャッチ  下段投げ 投げ抜け
スマッシュサミング  上
サミング＆クリップ  中・上・下 でフェイントローキャッチへ
セレーションカッター  上
トスアップダウン～イヤーカップ  中・中・上
トスアップダウン～テイクダウン  中・中・投げ 投げ抜け、ボタンでキャンセル可
トスアップスラッシュ  中・上
ブリザードハンマー  中
イナーシャルキック  上 パンチ捌き効果あり
サブゼロ  ガード不能
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
インターフレーム  上
ファルコンダイブ  中 or
スライサーソバット  中 or or 
スコルピオシザース  投げ
ロシアンフック  中
フェイントキャッチ  投げ 投げ抜け、でキャンセル可
ブーストキック  上
キャタピラーヒール  中
ハンマーコック  上
ブーストエルボー  中
トラップニー  中 正面ヒット時投げへ
トラップアームバー ヒット時に （or ） 投げ 投げ抜け (or ) 
フレキシブルエルボー  中
ロシアンフック・アサルト  中
トラップニー・アサルト  中 正面ヒット時投げへ
ライナーロック 走り中に  下 正面ヒット時投げへ
ダブルヒルト 立ち途中に  中・中
プロトンアッパー 立ち途中に  中
サブヒルト 立ち途中に  中
フロストチャージ 立ち途中に  中
インテグラルレイヴ 横移動中に  中・上 ２発目カウンターヒット時投げへ
インテグラルコンビネーション・サイクス 横移動中に  中・上・中・上
インテグラルコンビネーション・テイクダウン 横移動中に  中・上・中・投げ
ネイルシューター 相手に背を向けて  下
リビング・デッド うつ伏せダウン中に  特殊動作
ハグ・オブ・デス うつ伏せダウン中に  投げ 投げ抜け
モルグ (相手ダウン中) 下

10連コンボ（１）  上・上・上・中・上・中・下・上・上・中
10連コンボ（２）  上・上・上・中・中・中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
ヴォルククラッチ 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
エアプレンスピン 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
タランチュラツイスト 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
リバースアームバー 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
アブソリュートサイレンス 相手の背後から接近して (or )  投げ ×
リバースビクトルクラッチ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ビクトルクラッチ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ブリザードラッシュ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ニーストローク (相手しゃがみ中)接近して (or )  下段投げ 投げ抜け (or ) 
ローアングルタックル  投げ 投げ抜け、ボタンでキャンセル可
ブリザードストレッチスリーパー タックル中に  投げ 投げ抜け
アキレスホールド タックル中に  投げ 投げ抜け
マウントハンマーラッシュ タックル中に  投げ 投げ抜け
キャプチャード 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技
ピットフォール 相手の下段攻撃に合わせて  返し技

鉄拳６技表：ドラグノフ

3/3


