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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ダブルジャブ  上・上 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
ライトニングコンビネーション  上・上・上

ダブルジャブ～ボディブロー  上・上・中
ダブルジャブ～ボディブロー～フリッカー構え  上・上・中・特殊動作

ワンツー  上・上 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
ジャブ～ボディブロー  上・中
ジャブ～ボディブロー～フリッカー構え  上・中・特殊動作

ワンツースリー  上・上・上 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

ワンツースリー～ピーカブースタイル  上・上・上・特殊動作
ワンツースリー～フリッカー構え  上・上・上・特殊動作

ブリティッシュエッジコンボ  上・上・上・中 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

ブリティッシュエッジ・ロー  上・上・上・下
ストレート～ボディ～ピーカブースタイル  上・上・特殊動作

ストレート～ボディ～フリッカー構え  上・上・特殊動作

ヴァンガードラッシュ  上・上・中

ウィービング・レフト  特殊動作 キックボタンを離さずにでスウェー、でダッキング、(or )でウィービング

バリアントコンビネーション  中・中

レフトボディ～フリッカー構え  中・特殊動作

センチュリオンラッシュ  中・中・上
センチュリオンラッシュ～フリッカー構え  中・中・上・特殊動作

ライトショルダーアタック  中
ライトショ ルダーアタック～ピーカブースタイル  中・特殊動作

BBBB ライトショルダーアタック～チョッピング  中・中
ウィービング・ライト  特殊動作 キックボタンを離さずにでスウェー、でダッキング、(or )でウィービング

レフトショルダーアタック  中
レフトショ ルダーアタック～ピーカブースタイル  中・特殊動作

TTTT レフトショルダーアタック～アッパーカット  中・中

フラッシングスクリュー  中

クイックターン  特殊動作

ターンインピーカブースタイル  特殊動作
ターンパンチ  中

ターンカッティングフック  下

クイックターン・レフト(ライト) (or )  特殊動作

ターンパンチ (or )   中
ターンインピーカブースタイル (or )   特殊動作

ターンカッティングフック (or )   下

ダックインボディ  中
ダックインレフトフック  中・上

ダックインバーティカルエッジ 【】 中・中
ダックインレフトフック～ピーカブースタイル  中・上・特殊動作

ダックインレフトフック～フリッカー構え  中・上・特殊動作
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ダッキング (or )  特殊動作 キックボタンを離さずにでスウェー、(or )でウィービング、でキャンセル

ガゼルパンチ ダッキング中に  中

TTTT シーホークアッパー ダッキング中に  中

シーイーグルフック ダッキング中に  上 キックボタンを離さずにでスウェー、でダッキング、(or )でウィービング

パラベリウムコンビネーション ダッキング中に  中・中・中・中・中・中・中・中・中・中
ロングダッキング ホールド(or ホールド) 特殊動作 キックボタンを離さずにでスウェー、(or )でウィービング、でキャンセル

TTTT ガゼルパンチ・レイジ ロングダッキング中に  中

TTTT シーホークアッパー・レイジ ロングダッキング中に  中
シーイーグルフック・レイジ ロングダッキング中に  上 キックボタンを離さずにでスウェー、でダッキング、(or )でウィービング

ジャイロフック～ピーカブースタイル  中・中・特殊動作

ジャイロフック  中・中・上

ピーカブースタイル  特殊動作 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
BBBB アルビオンコンビネーション ピーカブースタイル中に  上・上・中 ピーカブースタイルへ

HHHH スパイトフック ピーカブースタイル中に  上 ピーカブースタイルへ、パンチ捌き効果あり

テン・カウント ピーカブースタイル中に  投げ 投げ抜け
ショートレンジアッパー ピーカブースタイル中に  中 ピーカブースタイルへ

ブレークプッシュ ピーカブースタイル中に  上 ピーカブースタイルへ

BBBB アーガススパート ピーカブースタイル中に  中・中・中・中

クロスユニオン ピーカブースタイル中に  中・上
TTTT カッティングエルボー ピーカブースタイル中に  中 ピーカブースタイルへ

デンプシーロール ピーカブースタイル中に  特殊動作

エンドレスロール デンプシーロール中に ・・・ 中・中・中・中・中・中・・・
スタンソーサー ピーカブースタイル中に  下 orしゃがんだ状態で 、ピーカブースタイルへ

モウワーナックル ピーカブースタイル中に  下

ランカスターコンビネーション ピーカブースタイル中に  中・上・中・中
ランカスターコンビネーショ ン～フリッカー構え ピーカブースタイル中に  中・上・中・中・特殊動作
スウェーフック ピーカブースタイル中に  中

TTTT ドレッドノートアッパー ピーカブースタイル中に  中 orピーカブースタイル中に

アッパー  中 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
アッパーストレート  中・上 ２発目をキャンセルしてダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
フェイントレフトフックコンビネーション 【】 中・上
フェイントレフトフック～フリッカー構え 【】 中・上・特殊動作

バーティカルエッジコンボ 【】 中・中
フェイントワンツーコンビネーション 【】 中・上・上 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

HHHH クレッシェントフック  中

ソニックファング  中・中
ニーボルトブロー  下

イーグルクロウコンビネーション１  下・中・上 ２発目からダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

BBBB フェイントクロウ 【】 中・中 １発目からダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

イーグルクロウコンビネーション２ 【】 中・上 １発目からダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可
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カッティングフック  下 orしゃがんだ状態で
ストンピング  下

ダーティースマッシュ  下・上

クイックフック  上

クイックフック～フリッカー構え  上・特殊動作
クイックフックワンツー  上・上
クイックフックワンツー～ピーカブースタイル  上・上・特殊動作

フリゲートラッシュ  上・下・中
スリムボム  中

スウェー (or )  特殊動作 キックボタンを離さずにでダッキング、(or )でウィービング

BBBB チョッピングレフト スウェー中に  中

トライデントフック スウェー中に  中
ポジションチェンジ スウェー中に  投げ 投げ抜け

フリッカー構え  特殊動作 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

スピットファイアコンビネーション フリッカー構え中に  上・上・上・中 １～３発目後でフリッカー構えへシフト可
BBBB ホーカー・テンペストコンビネーション フリッカー構え中に  上・中

ホーカー・ハリケーンコンビネーション フリッカー構え中に  上・上 orフリッカー構え中に

BBBB チョッピングライト フリッカー構え中に  中

グリフォンスロー フリッカー構え中に  投げ 投げ抜け
ブリストルランサー フリッカー構え中に  上

クーガーパンチ  中

オウルシューター  中

スカイハイ  中 or
ジャンプインストンピング  下 or

ジャンプインダーティー  下・上 or

タックキック  中 or
BBBB ドラゴニックハンマー  中

スマッシュ  中

スマッシュ～フリッカー構え  中・特殊動作

ヘルファイア  ガード不能
BBBB イレイザーブロー  中

スライダーロー 走り中に  下

BBBB イーグルクロウ 立ち途中に  中・中
ライトアッパーカット 立ち途中に  中 ダッキング・ウィービング・スウェーへシフト可

TTTT フィニッシュブロー 立ち途中に  中

スクイード 横移動中に  上

プラスワン (相手ダウン中) 下
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挑発（ちょうはつ）  特殊動作
１０連コンボ(１) 【】 中・上・上・中・中・中・上・上・下・中・中

１０連コンボ(２) 【】 中・上・上・中・中・中・上・上・下・中・ガード不能

１０連コンボ(３) 【】 中・上・上・中・中・中・上・上・下・上・特殊動作

トルネードスロー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ハンマースロー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
チョークスラム 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

払い腰（はらいごし） 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

パラベリウムスロー 相手の背後から接近して (or )  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

TTTT イーグルエルボー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

パリング 相手のパンチ攻撃に合わせて  返し技 orフリッカー構え中に 、攻撃を捌いた時でレフトアッパー


