
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：マーシャル・ロウ
技名 コマンド 判定 備考

左連拳（されんけん）  上・上・上・上・上 相手に背を向けて からもシフト可、４発目まででワンツーパンチへ

ワンツーパンチ  上・上 相手に背を向けて からもシフト可、でチャージドラゴンへ

ワンツードラゴンナックル  上・上・上 相手に背を向けて からもシフト可
ワンツードラゴンナックルコンボ  上・上・中・上 相手に背を向けて からもシフト可、でチャージドラゴンへ

ワンツーブレイズナックルコンボ  上・上・中・中 相手に背を向けて からもシフト可
ワンツーニー  上・上・中 相手に背を向けて からもシフト可
ワンツーサマーソルトフェイク  上・上・特殊動作・中 相手に背を向けて からもシフト可、でチャージドラゴン２へ

ドラゴンフィストコンビネーション  上・上・上・中
フェイントミドルキック  上・中
ハイキックドラゴンソード  上・上
スピンキックコンボ  上・上・上 ２、３発目からでチャージドラゴン２へ
ドラゴンサマー  上・中 でチャージドラゴン２へ
プレッシングキック  中・中
寸勁（すんけい） 【】 中
ドラゴンナックルコンボ  上・中・上 or、でチャージドラゴンへ
ブレイズナックルコンボ  上・中・中 or
ドラゴンハンマー  中 でしゃがみへ
ステップインミドルキックコンボ  中・下・上
ステップインミドルキックサマー  中・下・中
ライトミドルキック～レフトサマー  中・中
エンシェントドラゴン  下・中
シットストレートレフトキャノン  特中・中 orしゃがんだ状態で 
ドラゴンロー  下 でしゃがみへ
ドラゴンロー～サークルキック  下・上
ストラクトキック  下・上
チャージドラゴン  特殊動作
チャージナックル チャージドラゴン中に  上
チャージナックルコンボ チャージドラゴン中に  上・中
チャージナックルライド チャージドラゴン中に  上・上
クラウドゲート チャージドラゴン中に  上 orホールド中に
チャージドラゴンラウンドキック チャージドラゴン中に  上
チャージドラゴンラッシュ チャージドラゴン中に  下・中
尺勁（しゃっけい） チャージドラゴン中に  上
ドラゴンライド チャージドラゴン中に  上
レイジドラゴン チャージドラゴン中に  投げ 投げ抜け
ドラゴンキックラッシュ チャージドラゴン中に  投げ 投げ抜け
チャージブロー チャージドラゴン中に  中
チャージドラゴンフィストコンビネーション チャージドラゴン中に  上・上・上・中
チャージクロウ チャージドラゴン中に 【】 中
チャージドラゴンキャノン チャージドラゴン中に  中 でチャージドラゴン２へ
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ドラゴンローレフトサマー  下・中
エルボードラゴンウィップ  中・中 でダウンへ
ブレイクロー  下
ドラゴンテイル  下
ドラゴンテイル～サマーソルトキック  下・中
ドラゴンファング  ガード不能 でチャージドラゴンへ
オーバーヘッドキック  中・中 でダウンへ
ドラゴンストーム  中・中・中 １、２発目からでチャージドラゴンへ
ナックルラッシュ  中・上
ドラゴンラッシュ  中・下・中 でチャージドラゴン２へ
ドラゴンラッシュハイド  中・下・下
ドラゴンラウンドキック  中 で背向けへ
タイガーファング  中・上 で背向けへ
フェイクステップ  返し技
トラップレフトブロー フェイクステップ成功後に  上
トラップライトブロー フェイクステップ成功後に  上
トラップレフトサイドキック フェイクステップ成功後に  中
トラップライトローキック フェイクステップ成功後に  下
フェイクステップナックル フェイクステップ中に  上
フェイクナックルコンボ フェイクステップ中に  上・中
フェイクナックルライド フェイクステップ中に  上・上
フェイクドラゴンアッパー フェイクステップ中に  中
フェイクドラゴンラウンドキック フェイクステップ中に  上
フェイクドラゴンラッシュ フェイクステップ中に  下・中
尺勁（しゃっけい） フェイクステップ中に  上
ドラゴンライド フェイクステップ中に  上
フェイクステップブロー フェイクステップ中に  中
フェイクステップキャノン フェイクステップ中に  中 でチャージドラゴン２へ
ドラゴンアロー  中
フェイク  特殊動作 or or 
サマーソルトフェイク  特殊動作・中 oror、でチャージドラゴン２へ
サマーソルトキック  中 oror、orしゃがんだ状態で (or or )、でチャージドラゴン２へ

ダブルサマーソルトキック  中・中 oror、orしゃがんだ状態で (or or )

目突き（めつき） (or ドラゴンファング中に ) 上 or中に
スラストロー (or ドラゴンファング中に ) 上・下 or中に
ジャンプサイドキックライトサマー  中・中 or or 
ドラゴンスプレッド  下
ドラゴンストライクコンボ  中・上・中
ドラゴンダガー  中・上
ドラゴンキャノン  中 でチャージドラゴン２へ
フェイントロー  下
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フューリーフィストラッシュ  上・上・上・中
ドラゴンスラッシュ  中 ヒット後で気合溜めへ
フラッシュナックル 立ち途中に  中・上 でチャージドラゴンへ
ドラゴンアッパーカット 立ち途中に  中
サイドキック 立ち途中に  上 チャージドラゴン２へ
フロントキックレフトサマー 立ち途中に  中・中
シットスピンキックサマー しゃがんだ状態で  下・中
ローキックレフトサマー しゃがんだ状態で  下・中
サマーソルトキック(大ジャンプタイプ) しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態で (or ) 
サマーソルトドロップ しゃがんだ状態で  中・中 orしゃがんだ状態で (or ) 
スライディング しゃがんだ状態で  下
ダブルドラゴン 横移動中に  中・上
ドラゴンジャッジメント 横移動中に  中・上・中・中 １、２、３発目からでチャージドラゴンへ
ブラインドエルボーコンボ 相手に背を向けて  中・中
ウルフファング 相手に背を向けて  上・中
ドラゴンバックブロー 相手に背を向けて  上
リバース・ロー 相手に背を向けて  下
ジャンプサイドキックライトサマー 相手に背を向けて  中・中 or相手に背を向けて (or ) 
１０連コンボ(１)  中・上・上・上・上・下・上・上・上・中
１０連コンボ(２)  中・上・上・上・上・下・中・上・下・中
１０連コンボ(３)  中・上・上・上・上・下・中・下・下・中
１０連コンボ(４)  中・下・中・上・中・下・上・上・上・中
１０連コンボ(５)  中・下・中・上・中・下・中・上・下・中
１０連コンボ(６)  中・下・中・上・中・下・中・下・下・中
レイジドラゴン 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
ジャッキアップ 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け、で背向けへ
折檻キック（せっかんキック） 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ドラゴンスタンプ 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ドラゴンバイツ 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
ドラゴンダイブ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
折檻パンチ（せっかんパンチ） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ドラゴンフォール 相手に接近して  投げ 投げ抜け×
ドラゴンニー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
上・中段捌き（じょう・ちゅうだんさばき） 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技 成功時でチャージドラゴンへ
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