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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

BBBB デルタ・カッター  上・中・中
ワンツーパンチ  上・上

レギオンターン  上・下

スラッシュデッキ・ミドル  上・中・中

スラッシュデッキ・ハイ  上・中・上
キック・スタート  上 でしゃがみへ

コードライン  上

スクエアアッパー  中・中 でキャンセル

フラッシュクロー  上・中
フラッシュクロー～サイレント・エントリー  上・中・特殊動作 以降サイレント・エントリーをＳＥと表記

ライトニングスラスト ＳＥ中に  中

BBBB ライナースマッシュ ＳＥ中に  中
アレスターシャット ＳＥ中に  下

TTTT ストームギア ＳＥ中に  中

フラッシュアウト  上・中・中
フラッシュアウト～ダイナミック・エントリー  上・中・中・特殊動作 以降ダイナミック・エントリーをＤＥと表記
チャージファクター  上・上

チャージファクター～ＳＥ  上・上・特殊動作

デスマスク  上・上

ダイナミック・エントリー  特殊動作
コッキング ＤＥ中に  上

コッキング～ＳＥ ＤＥ中に  上・特殊動作

コッキング・ファイア ＤＥ中に  上・上
リムファイア ＤＥ中に  中

BBBB エラスタンス ＤＥ中に  中

TTTT S・H・B ＤＥ中に  投げ 投げ抜け

ヴォルカニックライトニング  中・中・中・中
TTTT インラッシュカレント  中

パワースラッグ  中

アラートＬ  中
ノッキング  中

アウトポスト  中

アウトポスト～ＤＥ  中・特殊動作

アウトポスト・ブリッツ  中・中
BBBB エックスレイ  中

BBBB タクティックソード  中

テスラグラビティ  下・上・上

アースバッテリー  下
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アークコンビネーション  下・上 でしゃがみへ
ビードショット  中

ビードショット～ＳＥ  中・特殊動作

ウィービングビード  中・中

ストレートビード  中・中 ホールド可能
シャドウカッター  下

イマジナリーナンバー  中

HHHH シェブロンスラッシュ  中

ギルバートスマッシュ  中・中
ギルバートキャノン  中・上

インパルスキック  中

インパルスキック～ＳＥ  中・特殊動作
インパルスプラス  中・上

マグネティック・ニー  中

TTTT マグネティック・ニー・ブラスト (カウンター時のみ) 中・投げ 投げ抜け×

HHHH ウインドライガー  中・中
ゼウス  ガード不能

トリガードスクリュー  中・中  or or 

TTTT ストームヒール  中  or or 

アバランシェ  特殊動作  or or 
アバランシェドロップ ホールド 投げ 投げ抜け or or or   

アバランシェスマック  下

アバランシェフォール  中 カウンターヒット時投げへ
TTTT サージバースト  中

サージバースト～ＳＥ (ヒット時のみ) 中・特殊動作

エレクトリックショット  中

ダブルパルス  下・中
エルボーコロナ  中

ダブルアクション  下・下

BBBB ボルトライナー  中・中

レッドスプライト  中
TTTT ストリーマー 立ち途中に  中

ストリーマー～ＳＥ 立ち途中に (ヒット時のみ) 中・特殊動作

ライトニングスターター 立ち途中に  中
ライトニングスターター～ＳＥ 立ち途中に  中・特殊動作

ライトニングスターター～ＤＥ 立ち途中に  中・特殊動作

BBBB マルチプライカッター 立ち途中に  中・中

タワーキャノン 立ち途中に  上
スマックブレイブ しゃがんだ状態で  下・下

ショックウェイブ 横移動中に  中

スタックアップ (相手ダウン中) 下

スタックアップ～ＳＥ (相手ダウン中)ホールド 下・特殊動作
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ライジングフォース  中
１０連コンボ  上・中・中・中・下・中・中・中・投げ・中 ７発目をガードされると８発目以降判定が中・下・上・上に変化

サイシススロー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
クローズサンダー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

クリティカル・ニー 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

エンファサイズドロップ 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

ダイナマイトシュリンク 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
アポカリプス 相手に接近して  投げ 投げ抜け

TTTT S・H・B  投げ orＤＥ中に 、投げ抜け

リジェクション 空中の相手に  空中投げ or空中の相手に ＤＥ中に 、投げ抜け×


