
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：三 島  一 八
技名 コマンド 判定 備考

閃光烈拳（せんこうれっけん）  上・上・中
ワンツーパンチ  上・上
鬼哭連拳（きこくれんけん）  上・上・上
双殴腿砕き（そうおうたいくだき）  上・上・下
双殴両刃（そうおうりょうは）  上・上・下・中
二重裏拳（ふたえうらけん）  上・中
閃震盪（せんしんとう）  上・上
貫乱烈洸（かんらんれっこう）  上・上・中
破砕蹴（はさいしゅう） 【】 中・中
絶影拳（ぜつえいけん）  中・中
心中突き（しんちゅうづき）  中 パンチ捌き効果あり
鬼蹴り（おにげり）  中
右踵落とし（みぎかかとおとし）  中
魔神閃焦拳（まじんせんしょうけん）  中
魔神閃焦凶鳴拳（まじんせんしょうきょうめいけん）  中・中
六腑砕き（ろっぷくだき）  中
六腑凶襲拳（ろっぷきょうしゅうけん）  中・上
六腑閃烈脚（ろっぷせんれつきゃく）  中・上
六腑凶鳴拳（ろっぷきょうめいけん）  中・中
忌怨拳（きえんけん）  中
胸尖脚（きょうせんきゃく）  中
胸尖昇拳（きょうせんしょうけん）  中・中
胸尖双突（きょうせんそうとつ）  中・中・中
踵切り（かかとぎり）  中・中
獅子斬り包丁（ししきりぼうちょう）  中
地背脚（ちはいきゃく）  下
腿砕き（たいくだき）  下
速疾號打（そくしつごうだ）  上・中
魔神連震殴打（まじんれんしんおうだ）  中・上・中
魔神烈衝拳（まじんれっしょうけん）  上・上・下・中
魔神烈衝砕（まじんれっしょうさい）  上・上・下・下
閃烈脚（せんれつきゃく）  上
蜘蛛切（くもきり）  中
鬼神滅裂（きじんめつれつ）  ガード不能
真･鬼神滅裂（しん･きじんめつれつ）  ガード不能
烈火脚（れっかきゃく）  中 or
螺旋襲刃脚（らせんしゅうじんきゃく）  中・下 or
螺旋幻魔脚（らせんげんまきゃく）  中・下・下・中 or
鬼斬り包丁（おにきりぼうちょう）  中
左踵落とし（ひだりかかとおとし）  中
螺旋裏拳（らせんうらけん）  上・下
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霧足（きりあし） ☆ 特殊動作
霧足風神拳（きりあしふうじんけん） ☆  中
霧足雷神拳（きりあしらいじんけん） ☆  上
霧足迅烈脚（きりあしじんれつきゃく） ☆  上
霧足奈落払い（きりあしならくばらい） ☆  下・下
霧足奈落旋風（きりあしならくせんぷう） ☆  下・中
風神拳（ふうじんけん） ☆  上
雷神拳（らいじんけん） ☆  中
迅烈脚（じんれつきゃく） ☆  上
雷神拳中段脚（らいじんけんちゅうだんきゃく） ☆ (or ☆ )      中・中
雷神拳下段脚（らいじんけんげだんきゃく） ☆ (or ☆ )      中・下
奈落払い（ならくばらい） ☆  下・下
奈落旋風（ならくせんぷう） ☆  下・中
空斬脚（くうざんきゃく）  中
魔神拳（まじんけん） 立ち途中に  中
ダブルアッパー 立ち途中に  中・中
怨月旋（えんげつせん） 立ち途中に  中
踵落とし（かかとおとし） 立ち途中に  中・中
螺旋岩砕蹴（らせんがんさいしゅう） しゃがんだ状態で  中
骸斬拳（がいざんけん） 横移動中に  上
爆髄蹴（ばくずいしゅう） 横移動中に  中
震撃（しんげき） (相手ダウン中) 下
１０連コンボ(１) ☆  上・上・上・上・上・中・下・上・中・中
１０連コンボ(２) ☆  上・上・上・上・上・中・下・下・中・ガード不能
１０連コンボ(３) ☆  上・上・中・中・下・中・下・中・ガード不能
旋蹴り（つむじげり） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
体落とし（たいおとし） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
鐘楼落とし（しょうろうおとし） 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
頭蓋砕き（ずがいくだき） 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
背落とし（せおとし） 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
超ぱちき（ちょうぱちき） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
アルティメットタックル  投げ 投げ抜け
闇雲（やみくも） タックル中に  投げ orタックル後に、投げ抜け(or )
地獄門（じごくもん） しゃがんだ状態で 投げ 投げ抜け
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