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Bob （ボブ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ストレートロンデル  上・上・上
ワンツーパンチ  上・上

ファストブレイク  上・上・中

コース・ピカンテ  上・下・中

コース・サラート  上・上
コース・アチェート  上・下

BBBB グランデステア  上・中・中

クロックムッシュ  上・中

ホッピングギブモーヴ  上・中・中
BBBB ブラックポワレ  中・中 でスピナーボールへ、でリバーススピナーボールへ

サークルワッパー  上・中

メルゲーズキックコンボ  中・中
HHHH スピニングリングイネ  上 カウンターヒット時投げへ

ギガジャッカー  中

スピナーボール  特殊動作

リヨネーズブレイク スピナーボール中に  中
HHHH ガレットスライサー スピナーボール中に  中

スネイルキック スピナーボール中に  上

ホームスチール スピナーボール中に  下
パーフェクトプレス スピナーボール中に  中 で背向けへ

エスカロップエルボー  中・中

スラッシュダルヌ  中

ゴーフレットカッター  中・上・中
ゴーフレットパンチャー  中・上

ゴーフレットキッカー  中・下・上

オーバーパウンド  中
BBBB ラーナフリップ  中・中・中

クーペチョップ  中

コンビネーションミンチ  中・中・中・中

コンビネーションブル  中・中
コンビネーションバルド  中・中

パニーニスイープ  下・上

トルネードミキサー  下・上・中

アピシウススペシャル  上・上・中・上 ヒット時で気合溜め状態へ
ダックフリップ  中・中

バイツアッパー  中

リエゾンスパイク  下
BBBB コントルノファルス  下・中・上・中

BBBB コントルノミスト  下・中・下 でしゃがみへ

TTTT アバスナイプ  中

ユイルスリップ  下・下
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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

グラトニーバイツ  中・中
コンビネーションビター  中・上・中・上

ワッパーキック  中

BBBB ブレーツェルクラッシュ  中・中

スリースターコンボ  中・中・上
リバーススピナーボール  特殊動作

リバースダックフリップ  中・中

エッグバウンド  特殊動作 でスピナーボールへ、でリバーススピナーボールへ

ハッチングパンチ  中
ストレイナー  中

フライングジャンボン  中 or

フザンクロー  中・中 or
BBBB クラッカースパイラルボーン  中・中

クラッカージャック  中・中

ローリングケバブ  下・上・上

BBBB チャックカッター  中
ジャンピングビーンズ  中

HHHH ダブルチャパティ  中・中

ユイトルクラッシュ  中・中
ラングスト・テイル  中

グレーターラングスト (でキャンセル) ガード不能

BBBB グレーターラングスト・フェイントナックル  中

BBBB クイックラングスト  上段ガード不能
ホットクロスバン  中

ラングワッシャー ☆  上

TTTT スパイラルロッキー ☆  中

BBBB ガンベロ・ニー ☆  中・上
アプレスイープ ☆  下

カッティングコッパ ☆  下・中

グランキキャノン ☆  中 ホールド可
パーフェクトスラッシュ  中

スーパーサイズミサイル  中

クロスブッチャー 立ち途中に  中・上

ホットギモーヴ 立ち途中に  中・中
TTTT スピナッチアッパー 立ち途中に  中・中

BBBB スピナッチハンマー 立ち途中に  中・中

ブリオッシュスター 立ち途中に  上・中
ライジングマッツオ 立ち途中に  中

ポルポスイング しゃがんだ状態で  中・中・中

セッピアスイング しゃがんだ状態で  中・下・中
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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

バインミーストライク 横移動中に  中
プレイグピック 相手に背を向けて  中

シュクル・ティレ  上段ガード不能
１０連コンボ(１)  上・上・上・中・中・中・下・中・上・中

BBBB １０連コンボ(２)  上・下・中・中・中

クオーターデッキ 相手に接近して  投げ 投げ抜け

クーラーシェイカー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

コルクスクリュー 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

アイオープナー 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
デグレッセスロー 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×

TTTT フライングカスク 相手に接近して  投げ 投げ抜け

スパークリングデス しゃがんだ状態で  投げ 投げ抜け


