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Hwoarang （花郎／ファラン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

    ■ 左構え時のコマンド ■     ■ 左構え時のコマンド ■
ダブルジャブ  上・上

ダブルジャブロー＆ハイキック  上・上・下・上

ワンツーパンチ  上・上

ワンツーレフトフラミンゴ  上・上・特殊動作 レフトフラミンゴへ
ワンツーライトフラミンゴ  上・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

ワンツーサイドキック  上・上・中

ワンツーラウンドキック  上・上・上

ライトジャブレフトフラミンゴ  上・特殊動作 レフトフラミンゴへ
ライトジャブライトフラミンゴ  上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

ライトジャブサイドキック  上・中

ライトジャブラウンドキック  上・上

レフトキックコンボ～レフトフラミンゴ  上・中・特殊動作 レフトフラミンゴへ
レフトキックコンボ  上・中・中

レフトキックコンボ～右掛け蹴り

（レフトキックコンボ～みぎかけげり）
 上・中・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

レフトキックコンボ～ローリングライトキック  上・中・上

レフトキックコンボロー  上・中・下

レフトキックコンボロー～右掛け蹴り

（レフトキックコンボロー～みぎかけげり）
 上・中・下・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

エアファング 【】 中・中

ＲＬキック  上・中 でキャンセルしてレフトフラミンゴへ

ライトキックコンボ２発目～左構え  上・上

ライトキックコンボ２発目～右構え  上・上 右構えへ
BBBB ライトキックチェーンソーヒール  上・上・中 右構えへ

ライトキックコンボ３発目～ライトフラミンゴ  上・上・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

ライトキックコンボ３発目～右構え  上・上・上 右構えへ

ライトキックコンボ３発目～左構え  上・上・上
ライトキックコンボロー  上・上・上・下

ライトキックコンボ  上・上・上・中 右構えへ

構えチェンジ～背向け  特殊動作 右構え背向けへ
構えチェンジ  特殊動作 右構えへ

ミドルバックブロー～右構え  中 右構えへ

レフトフラミンゴフェイント  特殊動作 レフトフラミンゴへ

ステップインサイドキック 【☆】 中
ライトフラミンゴフェイント ☆  特殊動作 ライトフラミンゴへ
右掛け蹴り～ライトフラミンゴ（みぎかけげり～ライトフラミンゴ）  上・特殊動作 ライトフラミンゴへ
右掛け蹴り～右中段蹴り（みぎかけげり～みぎちゅうだんげり）  上・中 右構えへ

プッシング  中
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Hwoarang （花郎／ファラン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

サイドキックコンボミドル  中・中
サイドキック～右掛け蹴り（サイドキック～みぎかけげり）  中・上 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

サイドキック～ローリングライトキック  中・上

HHHH カッティングワイパー  中・上

ボディブロー  中
オーバーヘッドストライク  中 空中ヒット時投げへ

スマッシュロー＆クイックレフトキックコンボ  下・上・上 レフトフラミンゴへ

スマッシュロー＆ライトハイ  下・上 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

TTTT ファイアクラッカー  下・上
ダブルスラスト  上・中

トリプルスラスト  上・上・中

トリプルスピンキック  上・上・上

スイープキック  下
カットロー  下

カットロー～ライトフラミンゴ  下・特殊動作 ライトフラミンゴへ

カットロー＆クイックラウンドキック  下・上
ヒールエクスプロージョン (でキャンセル) ガード不能 キャンセル後はレフトフラミンゴへ

ボトルカット  上

TTTT レフトプラズマブレード  中

HHHH ミドルクレイモア  中 右構えへ
エスケープキック  中
飛び横蹴り～レフトフラミンゴ（とびよこげり～レフトフラミンゴ）  上・特殊動作 or、レフトフラミンゴへ

スコーピオンサイドキック～ライトフラミンゴ  中・特殊動作 ライトフラミンゴへ

ブラッディーギロティン  中
フラッシングトライデント  中・上・中

ボーンスティンガー  中

ハンティングホーク  中・中・上

エアレイド  上・中・下・特殊動作 ライトフラミンゴへ
回転踵落とし～右構え（かいてんかかとおとし～みぎかまえ）  中 右構えへ

バズーカーキック  上

ファランクス ☆  中・特殊動作 レフトフラミンゴへ
TTTT ライジングブレード ☆  中

スピニングサイス～アクスヒール ☆  中・中 or立ち途中に

BBBB フライングネリチャギ  中

BBBB バーストヒール 立ち途中に  中
踵落とし（かかとおとし） 立ち途中に  中・中 右構えへ

イラプション～レフトフラミンゴ 横移動中に  中・上・特殊動作 レフトフラミンゴへ

シャープクレイモア 横移動中に  下 右構えへ

TTTT プラズマブレード 左構え背向け中に  中 右構えへ
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Hwoarang （花郎／ファラン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

    ■ 右構え時のコマンド ■     ■ 右構え時のコマンド ■
構えチェンジ～背向け  特殊動作 左構え背向けへ

構えチェンジ  特殊動作 左構えへ

ジャブストレート  上・中 左構えへ

ライトニングブロー  上・上・中 左構えへ
ライトＰＫコンボ  上・上 左構えへ

BBBB チェーンソーヒールコンボ  上・上・中 (ororor)でライトフラミンゴへ

ライトリバースキックコンボ  上・上・上 左構えへ、(ororor)でライトフラミンゴへ
ライトジャブ＆スピニングバール  上・上 左構えへ

ヴォルカノン～ライトフラミンゴ  中・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

ヴォルカノン～右構え  中・上
HHHH ローリングライトキック 【】 上 左構えへ

HHHH ローリングライトキック～ライトフラミンゴ 【】(or ) 上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

BBBB チェーンソーヒール  上・中 (ororor)でライトフラミンゴへ

ライトリバースキック  上・上 左構えへ、(ororor)でライトフラミンゴへ
ライトフラミンゴフェイント  特殊動作 ライトフラミンゴへ

TTTT プラズマブレード 【】 中

セットアップ～レフトフラミンゴ  上・特殊動作 レフトフラミンゴへ
セットアップ～右構え背向け  上 右構え背向けへ

ヒールナイフ  上・下 左構えへ

HHHH スクリューヒール  中 左構えへ

ライトサイドキック  中 (ororor)でライトフラミンゴへ
ヒールビス  下

ダブルスクリュー  下・上 左構えへ

BBBB バングフィスト  中
左半月蹴り（ひだりはんげつげり）  上 左構えへ

スピニングバール  上 左構えへ

BBBB ハンティングヒール  中 左構えへ
カットバック  中・上

TTTT プラズマブレード 右構え背向け中に  中 左構えへ

スピニングサイス～アクスヒール 右構え背向け中に  中・中 左構えへ

スピニングローキック 右構え背向け中に  下 左構えへ
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Hwoarang （花郎／ファラン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

    ■ レフトフラミンゴ時のコマンド ■     ■ レフトフラミンゴ時のコマンド ■

フラミンゴチェンジ 左足上げ中に  特殊動作 ライトフラミンゴへ

レフトジャブ 左足上げ中に  上

ライトバックブロー 左足上げ中に  中 右構えへ

フラミンゴサイドキック～レフトフラミンゴ 左足上げ中に  中・特殊動作 レフトフラミンゴへ
フラミンゴキックコンボミドル 左足上げ中に  中・中

フラミンゴサイドキック～右掛け蹴り

（フラミンゴサイドキック～みぎかけげり）
左足上げ中に  中・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

フラミンゴサイドキック～ローリングライトキック 左足上げ中に  中・上

フラミンゴライトソバット 左足上げ中に  上・特殊動作 ライトフラミンゴへ

キリングホーク 左足上げ中に (でキャンセル) ガード不能

クイックレフトキックコンボ 左足上げ中に  上・上・特殊動作 レフトフラミンゴへ
TTTT クイックレフトキックコンボ＆レフトソード 左足上げ中に  上・上・上

ファイアストームレフト 左足上げ中に  中・上 右構えへ

BBBB フラミンゴレフトヒール 左足上げ中に  中 右構えへ
フラミンゴレフトロー＆ライトハイ 左足上げ中に  下・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ、右掛け蹴り()の派生技にシフト可

フラミンゴライトスイープ 左足上げ中に  下

フラミンゴレフトスライサー 左足上げ中に  下

コンバートロー 左足上げ中に  下 右構えへ
HHHH レフトスカイボルト 左足上げ中に  中 右構えへ

コンバートミドル 左足上げ中に  中 右構えへ

フラミンゴハンティングホーク 左足上げ中に  中・中・上
スイッチプラズマブレード 左足上げ中に  中

フラミンゴフラッシングトライデント 左足上げ中に  中・上・中

１０連コンボ(１) 左足上げ中に  中・上・上・下・中・中・下・上・中・上 右構えへ

１０連コンボ(２) 左足上げ中に  中・上・上・下・上 右構えへ、右構え中の派生技にシフト可
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Hwoarang （花郎／ファラン）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

    ■ ライトフラミンゴ時のコマンド ■     ■ ライトフラミンゴ時のコマンド ■

フラミンゴチェンジ 右足上げ中に  特殊動作 レフトフラミンゴへ

レフトバックブロー 右足上げ中に  中 左構えへ

ライトジャブ 右足上げ中に  上

ライトニングブロー 右足上げ中に  上・上・中 左構えへ
ライトＰＫコンボ 右足上げ中に  上・上 左構えへ

BBBB チェーンソーヒールコンボ 右足上げ中に  上・上・中 右足上げ中に (ororor)でライトフラミンゴへ

ライトリバースキックコンボ 右足上げ中に  上・上・上 左構えへ、右足上げ中に (ororor)でライトフラミンゴへ

ライトジャブ＆スピニングバール 右足上げ中に  上・上 左構えへ
フラミンゴレフトソバット 右足上げ中に  上・特殊動作 レフトフラミンゴへ

フラミンゴライトサイドキック 右足上げ中に  中

ファイアストームライト 右足上げ中に  中・上 左構えへ

クイックライトキックコンボ 右足上げ中に  上・上・特殊動作 ライトフラミンゴへ
TTTT クイックライトキックコンボ＆ライトソード 右足上げ中に  上・上・上

BBBB フラミンゴライトヒール 右足上げ中に  中 左構えへ

フラミンゴレフトスイープ 右足上げ中に  下 左構えへ
カクタスショット 右足上げ中に  下・中 左構えへ

カクタスクラッカー 右足上げ中に  下・上

フラミンゴライトスライサー 右足上げ中に  下 左構えへ

レフトヒールランス 右足上げ中に  中 左構えへ
HHHH ライトスカイボルト 右足上げ中に  中 左構えへ

１０連コンボ(３) 右足上げ中に  中・上・上・下・中・中・下・上・中・上

１０連コンボ(４) 右足上げ中に  中・上・上・下・上 右構え中の派生技にシフト可

TTTT ホークウインド 相手に接近して  投げ 投げ抜け

サプライズサンダーヒール 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ストームブリンガー 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
デスプレッシャー 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

ぺインキラー 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×

コブラバイトスロー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ボールブレーカー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ソードフィッシュスロー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

デーモンヒール 相手に接近して  投げ 投げ抜け

アスロック 右構え中相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け

オーバーヘッドストライク 空中の相手に  空中投げ 投げ抜け×


