
鉄拳５ 技表 マーシャル・ロウ：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
ワンツーパンチ  上・上 終了時にでチャージドラゴンにシフト
ステップインミドルキック  中
サマーソルトキック（大ジャンプタイプ） （またはまたは） 中
サマーソルトキック（小ジャンプタイプ） （またはまたは） 中
スピンキックコンボ  上・上・上 ２、３発目終了時にでチャージドラゴン2にシフト
左連拳  上・上・上・上・上 ４発目迄はワンツーパンチにシフト可
ドラゴンナックルコンボ oo  上・中・上 終了時にでチャージドラゴンにシフト
ドラゴンフィストコンビネーション  上・上・上・中
サマーソルトドロップ （またはまたは） 中
ドラゴンロー  下 ドラゴンローはレフトハイキックサマーに繋がる
ドラゴンキャノン  中 終了時にでチャージドラゴン2にシフト
ワンツーニー  上・上・中
スライディング しゃがんだ状態から 下
ドラゴンサマー  上・中 終了時にでチャージドラゴン2にシフト
ドラゴンスラッシュ  中
ドラゴンファング  中 でチャージドラゴンにシフト
シットスピンキックサマー しゃがんだ状態から 下・中
ドラゴンローレフトサマー  下・中
フロントキックレフトサマー 立ち途中に 中・中 1発目終了時にでチャージドラゴン2にシフト
ハイキックライトサマー  上・中
シットストレートレフトサマー （または） 特中・中
ジャンプサイドキックライトサマー 背向け中に（またはまたは） 中・中
ジャンプサイドキックライトサマー （またはまたは） 中・中
クイックサマーソルトキック oo oo   中
ダブルサマーソルトキック oo  中・中 ooooooからもシフト可
ドラゴンテイル  下
ローキックレフトサマー しゃがんだ状態から 下・中
サイドキック 立ち途中に 上 終了時チャージドラゴン2へシフト
ドラゴンラッシュ  中・下・中 終了時にでチャージドラゴン2にシフト
目突き ooドラゴンファング中に 上
スラストロー ooドラゴンファング中に 上・下
オーバーヘッドキック  中・中 入れっぱなしで寝る
エルボードラゴンウイップ  中・中 入れっぱなしで寝る
寸勁（すんけい） 【】 中
フェイク （またはまたは） 特殊動作
サマーソルトフェイク （またはまたは） 特殊動作・中
ドラゴンストーム  中・中・中 ２、３発目にディレイがかかる　1、2発目終了時にでチャージドラゴンにシフト

フェイクステップ  返し技
フェイクステップナックル フェイクステップ中に 上
トラップレフトブロー フェイクステップ成功後に 上
トラップライトブロー フェイクステップ成功後に 上
トラップライトローキック フェイクステップ成功後に 下
トラップレフトサイドキック フェイクステップ成功後に 中
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鉄拳５ 技表 マーシャル・ロウ：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
ダブルドラゴン 横移動中に 中・上
ドラゴンバックブロー 背向け中に 上
フェイントロー  下
ドラゴンアッパーカット 立ち途中に 中
ドラゴンハンマー  中
ドラゴンジャッジメント 横移動中に 中・中・中・中 1、2、3、終了時にでチャージドラゴンにシフト
フェイクステップキャノン フェイクステップ中に 中 終了時にでチャージドラゴン2にシフト
フェイクステップブロー フェイクステップ中に 中
ブラインドエルボーコンボ 背向け中に 中・中
リバース・ロー 背向け中に 下
ワンツーサマーソルトフェイク  上・上・特殊動作・中 終了時にでチャージドラゴン2にシフト
エンシェントドラゴン  下・中
フューリーフィストラッシュ  上・上・上・中
ブレイズナックルコンボ oo  上・中・中
ドラゴンラッシュハイド  中・下・下
ドラゴンストライクコンボ  中・上・中
ブレイクロー  下
ステップインミドルキックサマー  中・下・中
ドラゴンラウンドキック  中
ドラゴンテイル～サマーソルトキック  下・中
ライトミドルキック～レフトサマー  中・中
ステップインミドルキックコンボ  中・下・上
ダブルドラゴンブレス  上・上・中
トリプルドラゴンブレス  上・上・上・中
フェイントミドルキック  上・中
ドラゴンブレス  下・上・中
チャージナックル フェイクステップ中に 上
フェイクドラゴンアッパー フェイクステップ中に 上
ドラゴンライド フェイクステップ中に 上・中
チャージナックルコンボ フェイクステップ中に 上・中
チャージドラゴンラッシュ フェイクステップ中に 下・中
チャージドラゴン  特殊動作
チャージナックル チャージドラゴン中に 上 チャージドラゴン2からも可
チャージナックルコンボ チャージドラゴン中に 上・中 チャージドラゴン2からも可
チャージブロー チャージドラゴン中に 中 チャージドラゴン2からも可
チャージドラゴンジャッジメント チャージドラゴン中に 上・上・上・中 チャージドラゴン2からも可
チャージクロウ チャージドラゴン中に【】 中 チャージドラゴン2からも可
チャージドラゴンキャノン チャージドラゴン中に 中 チャージドラゴン2からも可
チャージドラゴンラッシュ チャージドラゴン中に 下・中 チャージドラゴン2からも可
ドラゴンキックラッシュ チャージドラゴン中に 投げ技 チャージドラゴン2からも可
ドラゴンライド チャージドラゴン中に 上 チャージドラゴン2からも可
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鉄拳５ 技表 マーシャル・ロウ：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
１０連コンボ  中・上・中・上・上・下・上・上・上・中

１０連コンボ  中・上・中・上・上・下・中・上・下・中

１０連コンボ  中・上・中・上・上・下・中・下・下・中

１０連コンボ  中・下・中・上・中・下・上・上・上・中

１０連コンボ  中・下・中・上・中・下・中・上・下・中

１０連コンボ  中・下・中・上・中・下・中・下・下・中
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鉄拳５ 技表 マーシャル・ロウ：投げ技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 抜け 攻撃判定 備考
レイジドラゴン 接近してor  投げ技
ジャッキアップ 接近してor  投げ技 終了時にで背向けへ
折檻キック（せっかんきっく） 相手の左側面で接近してor  投げ技 orでも可
ドラゴンスタンプ 相手の右側面で接近してor  投げ技 orでも可
ドラゴンバイツ 背後から接近してor × 投げ技 orでも可
折檻パンチ（せっかんぱんち） 接近して  投げ技
ドラゴンフォール 接近して × 投げ技
ドラゴンニー 接近して  投げ技
ドラゴンダイブ   投げ技
上・中段さばき or  × 返し技 成功時でチャージドラゴンへ
フェイクステップ  × 返し技 ロウ専用上中段パンチさばき
ドラゴンキックコンボ チャージドラゴン中  投げ技
レイジドラゴン チャージドラゴン中  投げ技
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