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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上
ワンツーボディフック  上・上・中

ワンツーアロー  上・上・上

ワンツープリマコンボ  上・上・上

ワンツーロケットスタンス  上・上・特殊動作
ライトストレート～レフトアッパー  上・中

TTTT ロン・ドゥ・ヒール 【】 中・中

ダブルスピン・カスタネット  上・上・中

ダブルスピン・アニマルスイープ  上・上・下
カスタネットキック  中

プロムナード  中

TTTT BBBB エアーズロック  中・中・中
アニマルメガトンパンチ  中・中

アニマルドロップキック  中 アニマルキックラッシュへ

エルボービンタ  中・中

バンディクート・ボム  中
HHHH テイルフレイル  中

HHHH ツインテイルフレイル  中・上

フィンキック  中

BBBB アニマルヘッドバット  中
TTTT アニマルビート  特中 近距離正面ヒット時投げへ

レフトストレート～ライトアッパー ☆  特中・中 orしゃがみ状態で ☆ 

ダイビングローパンチ  下
アニマルストーム  上・上・上・上・中 、で背向けへ

テイルモッピング  下 orしゃがんだ状態で 

テイルカッター  下

アニマルキックラッシュ  中・中・中・中・中 ３・５発目にで立ち構えへ、１・３発目にでローリングアニマルへ
カンガルーアタック  中

ジェネレーションアッパー  中

スペースコメット  上・下・中

スペースウォーク  上・上
リバースバイシクルキック  中

スナップショット  下

ロケットスタンス  特殊動作
ロードランナー  中

フライングスタート  特殊動作 ☆特殊ステップへ

TTTT フライング・ハンマーパンチ  中

フライング・ストレート  上
フライング・ローキック  下

フライング・ミドルキック  中

ロードローラー  中・中・中 でアニマルキックラッシュへ

フライング・ヒップアタック  中
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ボビンダンス  特殊動作 気合溜め状態へ
クルクルパンチ  上

ギャラクシーアッパー  中

アニマルギガトンパンチ  ガード不能

アニマルヨーヨー  中・中・中 アニマルキックラッシュへ
エルボードロップ  中 or or 

クルクルキック  中・上 or

ライジングトゥーキック  中 or or 

ナックルボム  中
カンガルースタンプ  中 or or 

ダイナミックスマッシュ  中

ジェイルキック  中
フライングクロスチョップ  上 着地際は下段

ドロップキック  上 着地際は特殊中段

ローリング・トーピドー  中

アニマルアッパーカット ☆  中
アニマルスマッシュ ☆  中 orしゃがんだ状態で

カッティングエッジ  中

サテライトドロップキック  中

スピニングスマッシュ 走り中に  下・中
アリキック 走り中に  下・下・下

BBBB ブーメランナックル 立ち途中に  中・中

スプリングスタンプ 立ち途中に  中・上
BBBB チャージスタンプ 立ち途中に ホールド 中・中

トゥースマッシュ 立ち途中に  中

TTTT ダイナマイトアッパー しゃがんだ状態で  中

アニマルスイープ 横移動中に  下
シュリンプキック 相手に背を向けて  中

ガッツキック 相手に背を向けて  下

１０連コンボ(１)  上・上・中・上・中・上・下・中・中・中
１０連コンボ(２)  上・上・中・上・中・上・中・中・下・中

足ぱちき 相手に接近して  投げ 投げ抜け
タスマニアンガトリング 相手に接近して  投げ 投げ抜け

アニマルフェイスクラッシャー 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

アニマルローリングアームホイップ 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

背落とし 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
ジャイアントスイング 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ジャガードライバー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ツームストンパイルドライバー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ＤＤＴ 相手に接近して  投げ 投げ抜け


