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Ling Xiaoyu （凌 暁雨／リン・シャオユウ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

雀連手（じゃくれんしゅ）  上・上
雀連架推掌（じゃくれんかすいしょう）  上・上・中

雀連砲（じゃくれんほう）  上・中

雀連砲～背向け（じゃくれんほう～せむけ）  上・中
雀連転身撃璧掌（じゃくれんてんしんげきへきしょう）  上・中・中
雀翼背掌～背向け（じゃくよくはいしょう～せむけ）  上・中

雀翼背掌（じゃくよくはいしょう）  上・中

括面脚（かつめんきゃく）  上

宙転断空脚（ちゅうてんだんくうきゃく） 【】 中
宙転断空脚～鳳凰の構え

（ちゅうてんだんくうきゃく～ほうおうのかまえ）
【】 中・特殊動作

撃璧掌（げきへきしょう）  中
回身横移動（かいしんよこいどう） (((( (  特殊動作 パンチ捌き効果あり

白陽転舞（はくようてんぶ）  中・上・中

火離双翼（かりそうよく）  中・中・中・中

HHHH 里合連掃腿（りごうれんそうたい）  上・下
隠者出廬（いんじゃしゅつろ）  中

前転（ぜんてん）  特殊動作
前転～鳳凰の構え（ぜんてん～ほうおうのかまえ）  特殊動作
上歩掌拳～背向け（じょうほしょうけん～せむけ）  中

上歩掌拳（じょうほしょうけん）  中

挑打華蘭（ちょうだからん）  中

TTTT 挑打連掌（ちょうだれんしょう） 【】 中・中
跳腿白鶏（ちょうたいはくけい）  中・中 で鳳凰の構えへ

順蹴り（じゅんげり）  中

烏龍盤打（うりゅうばんだ）  中・中・中
烏龍盤打～鳳凰の構え

（うりゅうばんだ～ほうおうのかまえ）
 中・中・中・特殊動作

掃腿連脚（そうたいれんきゃく）  下・上

架推掌（かすいしょう）  中
暗脚（あんきゃく）  下

斧刃脚（ふじんきゃく）  下

左捌き（ひだりさばき）  中 入力がの場合はヒット時のみ背向けへ

七星穿掌（しちせいせんしょう）  中・下
背抱提蹴（はいほうていしゅう）  上

即弾腿（そくだんたい）  中・上

擺歩（はいほ）  特殊動作 擺歩中に(で逆方向へ
擺歩猛虎掌（はいほもうこしょう） 擺歩中に( 中 歩く距離によってダメージが変化

駆虎転腿（くこてんたい） 擺歩中に( 上

旋烈脚（せんれつきゃく） 擺歩中に( 上

擺歩砕壁（はいほさいへき） 擺歩中に( ガード不能 歩く距離によってダメージが変化
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TTTT 逆十字鳳（ぎゃくじゅうじほう）  中

逆十字鳳～鳳凰の構え
（ぎゃくじゅうじほう～ほうおうのかまえ）

 中・特殊動作

妃背掌～背向け（ひはいしょう～せむけ）  中

妃背掌（ひはいしょう）  中
前壁（ぜんへき）  中・中

前壁加横（ぜんへきかおう）  中・中・中

前壁加横架推掌（せんへきかおうかすいしょう）  中・中・中・中 でキャンセルして背向けへ

妃背掌歩（ひはいしょうほ）  中・中
月下兎軽(（げっかとけい）  中 (( ((( 

BBBB 弧月閃（こげつせん）  中 ((

BBBB 弧月閃～鳳凰の構え（こげつせん～ほうおうのかまえ）  中・特殊動作 ((

BBBB 朱雀翔破（すざくしょうは）  中 で背向けへ
BBBB 流星連脚（りゅうせいれんきゃく）  中・中・中

BBBB 白連戟放（びゃくれんげきほう）  中・上 で鳳凰の構えへ

BBBB 白連斧月（びゃくれんふげつ）  中・中

加横架推掌（かおうかすいしょう）  中・中 でキャンセルして背向けへ
里合腿（りごうたい）  中

浮身騰腿（ふしんとうたい）  中

騰腿宙転脚（とうたいちゅうてんきゃく） 相手ガード時( 特殊動作
BBBB 双壁掌（そうへきしょう）  中・中

天翔十字鳳（てんしょうじゅうじほう）  中

聖禽滑空（せいきんかっくう）  中 鳳凰の構えへ

蕩肩（とうけん） 立ち途中に( 中 背向けへ、で正面向きへ
TTTT 蕩肩(強(（とうけん(きょう(） 立ち途中に(ホールド 中 背向けへ、で正面向きへ

BBBB 提斧脚（ていふきゃく） 立ち途中に( 中

蒼空砲（そうくうほう） 立ち途中に( 中

遁甲転腿（とんこうてんたい） 立ち途中に( 上
TTTT 掃腿背身撃（そうたいはいしんげき） しゃがんだ状態で( 下・上・上・中

挿歩桃拳（せんぽとうけん） しゃがんだ状態で( 下・下 しゃがんだ状態で(で背向けへ、しゃがんだ状態でで背向けへ

前旋掃腿（ぜんせんそうたい） しゃがんだ状態で( 下・下 しゃがんだ状態で(で鳳凰の構えへ

しゃがみ振り向き（しゃがみふりむき） しゃがんだ状態で( 特殊動作
伏鳳烈倒（ふくほうれっとう） 横移動中に( 下 でキャンセルして背向けへ

伏鳳烈倒～鳳凰の構え

（ふくほうれっとう～ほうおうのかまえ）
横移動中に( 下・特殊動作

掃腿（そうたい） 横移動中に( 下
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背向け（せむけ）  特殊動作 ((背向け中に(
藐姑射迅肘（はこやじんちゅう） 背向け中に( 中

丹山隠者（たんざんいんじゃ） 背向け中に( 中・上

TTTT 背身撃（はいしんげき） 背向け中に( 上・上・中

BBBB 背身連盤打（はいしんれんばんだ） 背向け中に( 上・中・中・中・中
BBBB 背身連盤打～鳳凰の構え

（はいしんれんばんだ～ほうおうのかまえ）
背向け中に( 上・中・中・中・中・特殊動作

背身鵬際脚（はいしんほさいきゃく） 背向け中に( 中
TTTT 虎尾脚（こびきゃく） 背向け中に( 中

円圏前劈（えんけんぜんへき） 背向け中に( 中・中・中・中
背向け～回身横移動（せむけ～かいしんよこいどう） 背向け中に( (((( (  特殊動作 ((
背向け～上・中段捌き（せむけ～じょう・ちゅうだんさばき） 背向け中に( 返し技

背身双掌把（はいしんそうしょうは） 背向け中に( 中 パンチ捌き効果あり

後転（こうてん） 背向け中に( 特殊動作

TTTT 後転～跳弓脚（こうてん～ちょうきゅうきゃく） 背向け中に( 中
背身下段脚～背向け（はいしんげだんきゃく～せむけ） 背向け中に( 下

背身下段脚（はいしんげだんきゃく） 背向け中に( 下

后掃腿（こうそうたい） 背向け中に( 下
背向け～鳳凰の構え（せむけ～ほうおうのかまえ） 背向け中に( 特殊動作

背向け～下段捌き（せむけ～げだんさばき） 背向け中に( 返し技

背向け～暗脚（せむけ～あんきゃく） 背向け中に( 下 ((背向け中に(
霍山銀針（かくざんぎんしん） 背向け中に( 下・特殊動作 鳳凰の構えへ、でキャンセル

跳鶏跖（ちょうけいせき） 背向け中に( 中

飛燕流舞（ひえんりゅうぶ） 背向け中に( 中 近距離正面ヒット((((ガード(((背後ヒット(時投げへ

背向けからの投げ掴み（せむけからのなげつかみ） 背向け中に( (((( (  投げ 投げ抜け (((( ( 
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鳳凰の構え（ほうおうのかまえ）  特殊動作
鳳凰の構え～鉄観穿（てっかんせん） 鳳凰の構え中に( 中・上

鳳凰の構え～右桃領（みぎとうりょう） 鳳凰の構え中に( 中

鳳凰の構え～鳳凰双打（ほうおうそうだ） 鳳凰の構え中に( 中・中

鳳凰の構え～下爪（かそう） 鳳凰の構え中に( 下
鳳凰の構え～鸞歩（らんほ） 鳳凰の構え中に( 中

鳳凰の構え～扇蹴り（おおぎげり） 鳳凰の構え中に(【】 下
鳳凰の構え～扇蹴り～横転（おおぎげり～おうてん） 鳳凰の構え中に(【】((((( 特殊動作

鳳凰の構え～沈墜勁（ちんついけい） 鳳凰の構え中に( 中
鳳凰の構え～鳳凰穿弓腿（ほうおうせんきゅうたい） 鳳凰の構え中に( 中・中・中

鳳凰の構えからの投げ掴み 鳳凰の構え中に( (((( (  投げ 投げ抜け(((((、レバーでキャンセル

鳳凰の構え～前旋掃腿（ぜんせんそうたい） 鳳凰の構え中に( 下・下 鳳凰の構え中に(で鳳凰の構えへ
鳳凰の構え～前転（ぜんてん） 鳳凰の構え中に( 特殊動作

鳳凰の構え～前転～鳳凰の構え 鳳凰の構え中に( 特殊動作

鳳凰の構え～伏せる（ふせる） 鳳凰の構え中に( 特殊動作

鳳凰の構え～挑打下掃掌（ちょうだかそうしょう） 鳳凰の構え中に( 下 カウンターヒット時投げへ
TTTT 鳳凰の構え～弓歩盤肘（きゅうほばんちゅう） 鳳凰の構え中に( 中

鳳凰の構え～背向け（せむけ） 鳳凰の構え中に( 特殊動作

鳳凰の構え～ジャンプ 鳳凰の構え中に( 特殊動作 (( ((( 

BBBB 鳳凰の構え～鳳凰羽翼（ほうおううよく） 鳳凰の構え中に( 中・中 (( ((( 
鳳凰の構え～鳳凰連爪（ほうおうれんそう） 鳳凰の構え中に( 中・上 (( ((( 

鳳凰の構え～鳳凰連腿（ほうおうれんたい） 鳳凰の構え中に( 中・中 (( ((( 

鳳凰の構え～騰空擺脚（とうくうはいきゃく） 鳳凰の構え中に( 中・中 ((、で背向けへ
鳳凰の構え～掃腿（そうたい） 鳳凰の構え中に(着地際に( 下 ((着地際に((((着地際に(

鳳凰の構え～鳳凰旋脚（ほうおうせんきゃく） 鳳凰の構え中に( ☆  中 (( ☆ ((( ☆   
鳳凰の構え～鳳凰旋脚～鳳凰の構え（ほうおうせんきゃく） 鳳凰の構え中に( ☆  中・特殊動作 (( ☆ ((( ☆   

鳳凰の構え～鳳凰翼腿（ほうおうよくたい） 鳳凰の構え中に( ☆  中 (( ☆ ((( ☆   

挑発(１(（ちょうはつ１）  特殊動作

挑発(２(（ちょうはつ２）  特殊動作

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

揺身倒波（ようしんとうは） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
流垂落（りゅうすいらく） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

旋毛（つむじ） 相手の左横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

裏旋毛（うらつむじ） 相手の右横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

背捻腿落（はいねんたいらく） 相手の背後から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け×
TTTT 孔雀跳腿（くじゃくちょうたい） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

引き投げ（ひきなげ） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

落龍砕（らくりゅうさい） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

上・中段捌き（じょう・ちゅうだんさばき） 相手の攻撃に合わせて( 返し技 ((擺歩中に相手の攻撃に合わせて(


