
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：王  椋 雷（ワン・ジンレイ）
技名 コマンド 判定 備考

龍珠連砲（りゅうじれんほう）  上・上・中
連撃衝腿（れんげきしょうたい）  上・上
鷂子入林（ようしにゅうりん） (正面ヒット時のみ) 上
脊撃肘（せきげきちゅう） 鷂子入林中に  投げ 投げ抜け×
連拳衝腿（れんけんしょうたい）  上・中
迅脚前掃十字把（じんきゃくぜんそうじゅうじは）  上・下・中
迅脚前掃連腿（じんきゃくぜんそうれんたい）  上・下・上
迅脚前掃扇腿（じんきゃくぜんそうせんたい）  上・下・下
烏牛擺頭（うぎゅうはいとう）  中
単把（たんぱ）  上
岱手（たいしゅ）  上・中
天扇脚（てんせんきゃく）  中
脚歩双把（きゃくほそうは）  中・中
脚歩双把震（きゃくほそうはしん）  中・中・中
双把（そうは）  中
絶招通天砲（ぜっしょうつうてんほう） (でキャンセル) ガード不能
絶招鷹捉把（ぜっしょうようそくは）  ガード不能
蛇出洞（じゃしゅつどう）  中・中
穿拳（せんけん）  中
鷂子鑽天（ようしさんてん）  中・中
刮地風（かっちふう）  下
難陀穿拳（なんだせんけん）  中・中
合突き（あわせづき）  中
竜巻投げ（たつまきなげ）  特中 正面ヒット時投げへ
鷹雙展翅（ようそうてんし）  中・中
跌釵井鴦脚（てっさせいおうきゃく）  下・上
前掃十字把（ぜんそうじゅうじは）  下・中
前掃連腿（ぜんそうれんたい）  下・上
前掃扇腿（ぜんそうせんたい）  下・下
綵鶏腿（さいけいたい）  中
烈震脚（れっしんきゃく）  下
馬形短炮（ばけいたんほう）  中・中・中
馬形推斬（ばけいすいざん）  中・中・上 ホールド可
低身後掃腿（ていしんこうそうたい）  下
虎蹲山～挑領（こそんざん～ちょうりょう）  下・中
蛇形穿拳（じゃけいせんけん）  中
虎撲把（こぼくは）  中
打突連拳（だとつれんけん）  中・上
打突凶把（だとつきょうは）  中・上・中
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鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：王  椋 雷（ワン・ジンレイ）
技名 コマンド 判定 備考

避身衝腿（ひしんしょうたい）  中
鷂子功掌燈（ようしこうしょうとう）  中 パンチ捌き効果あり
猿手脚（えんしゅきゃく）  中 or or 
槃手脚（はんしゅきゃく）  中 or or 
撃胆肘（げきたんちゅう）  中 正面ヒット時に投げへ
烈震踏（れっしんとう）  下
秘宗歩（ひそうほ）  上
井鴦脚（せいおうきゃく）  上
野馬奔槽（のまほんそう）  中
青嵐拳（せいらんけん）  ガード不能
崩拳（ぽんけん）  中
スラッシュキック  中
無影拳（むえいけん） 立ち途中に  中・中
迎門四把捶（げいもんしはすい） 立ち途中に  中・中・下
舞身撲面掌（ぶしんぼくめんしょう） 立ち途中に  中・上
蒼空砲（そうくうほう） 立ち途中に  中
右掌底打（みぎしょうていだ） 立ち途中に  中 orしゃがんだ状態で 
獅子水月把（ししすいげつは） 立ち途中に  中
後掃落襲脚（こうそうらくしゅうきゃく） しゃがんだ状態で  下・中
衝陽腿（しょうようたい） 横移動中に  下
掃腿（そうたい） 横移動中に  下
野馬闖槽（のまちんそう） 横移動中に  中
１０連コンボ(１)  上・中・中・上・下・中・中・下・上・中
１０連コンボ(２)  上・中・中・上・下・中・中・中・下・中
首投げ（くびなげ） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
切込倒し（きりこみたおし） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
竜巻倒し（たつまきたおし） 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
鉄山靠（てつざんこう） 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
脊撃肘（せきげきちゅう） 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
残月（ざんげつ） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
消力（しょうりき） 相手の攻撃に合わせて  返し技
燕子抄水（えんししょうすい） 消力成功後に  下
大龍形（だいりゅうけい） 消力成功後に  中
円青龍（えんせいりゅう） 消力成功後に  中
牙掃腿（がそうたい） 消力成功後に  下
返し技 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技
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