
技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
ワンツーパンチ  上・上
コンボジラール  上・上・特殊動作 ジラール（）の派生技にシフト可
レフトジャブ～ガファンヨト  上・中・逆立ち
レフトジャブ～ガファンヨト～座り  上・中・座り
コンビナソ･オゥフナール  上・中
トロッカ･エ･ピィアオ 【】 下・下・座り
トロッカ･エ･ピィアオ～逆立ち 【】 下・下・逆立ち
トロッカ･エ･ピィアオ～バイア 【】 下・下・下 ハスティラ～バイア（）の派生技にシフト可
トロッカ･エ･ピィアオ～ドゥプロ 【】 下・下・中 ドゥプロ（しゃがんだ状態で ）の派生技にシフト可
レヴェルサオ 【】 中・中
レヴェルサオ～ラテラオ･トロッカ 【】 中・中・中・座り ラテラオ･トロッカ（横移動中）の派生技にシフト可
レヴェルサオ･ジラトリャ 【】 中・中・中
コンビナソ･ウーニャ  上・上
ウーニャ～ビリバ 【】 上・中 【】でしゃがみへ
コンビナソ･ウーニャ～ガファンヨト ☆  上・上・中・逆立ち
コンビナソ･ウーニャ～ガファンヨト～座り ☆  上・上・中・座り
マカコ･デ･ラド  中 でキャンセル可
マカコ･デ･ラド～キャンセルエスパーダ  中・逆立ち
コンビナソ･フラコン  上・上・中
エスパーダ  中・逆立ち
アウ･バチゥド  中
アウ･バチゥド～逆立ち  中・逆立ち
アウー・ジ・ソル  中・中・中・中
アウ･バチゥド～トロッカ･エ･ピィアオ  中・下・下・座り トロッカ･エ･ピィアオ（【】）の派生技にシフト可
ヘヴェルサォン  中・中
マゥン･エスケルダ  中
マゥン･エスケルダ～逆立ち  中・逆立ち
コンビナソ･マゥン  中・上
コトヴェラダ  中
ガファンヨト  中・逆立ち
ガファンヨト～座り  中・座り
シャパ･バイシャ  下
ビリバ  中 でしゃがみへ
ケーダ・ジ・エスコルピオン  中・上・逆立ち
ヘランパゴ～座り 【】 中・座り or【】
アグア 【】 下
アウー・ジ・ビッコ  下・中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
バイシャ・ブラッソ～ビリバ  下・中
ハスティラ  下
ハスティラ･エ･シバタ  下・中
ハスティラ～ラテラオ･トロッカ ☆  下・中・座り ラテラオ･トロッカ（横移動中）の派生技にシフト可
ハスティラ～バイア  下・下 で逆立ちへ
ハスティラ～アルマーダ ☆  下・上 アルマーダ（）の派生技にシフト可
コンビナソ･バイア  下・下・下 で逆立ちへ
ハスティラ～ヘランパゴ  下・中・座り
ハスティラ～バイア～サベサダス  下・下・中 サベサダス（しゃがみ中）の派生技にシフト可
デコーパソ  中 …
デコーパソ～コンパッソ～逆立ち  中・中・逆立ち
バルセロス  中
メイア・ルーア・ジ・コンパッソ  中・中・上・上 で逆立ちへ、で座りへ
フマーサ (でキャンセル) ガード不能
イスカラディモオゥン  中
ベンリン  中
ベンリン～ヘランパゴ  中・中・座り
ベンリン～フェイントレフトキック  中・中
アルマーダ  上
アルマーダ～ハスティラ  上・下 ハスティラ（）の派生技にシフト可
アルマーダ～マカコエンペ  上・中・中
アルマーダ～マカコエンペ～座り  上・中・中・座り
コンビナソ･マカコ･エンペ  上・中・中・中
ルーアピエルナ  中
アクロバシーア  中
スイ･シジュ  中 or
スイ･シジュ～座り  中・座り or
アルマーダ･プラダ  中
アルマーダ･プラダ～座り  中・座り
アルマーダ･プラダ～ビリバ  中・中 でしゃがみへ
アルマーダ･プラダ～バイシャアンボスシュタール  中・下
シャバ･ジラトリャ  中
ウァスーナ  上 or or 
メイア・ルーア・プランド  中中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
ベンリン･プラダ  中
ベンリン･プラダ～逆立ち  中・逆立ち
ベンリン･プラダ～座り  中・座り
ベンリン･プラダ～ヴカオン  中・中・逆立ち
ジラール  特殊動作
ジラール～バイシャシュタール  下・座り
ジラール～アーウトシュタール  上・座り
カベイリンニャ  中
フズィラール～ヘランパゴ 立ち途中に  上・中・座り
ジレイタビンタ 立ち途中に  中
ルピエルナ 立ち途中に  中 or
ケイシャーダ 立ち途中に  中
バナネイラ・ホラール しゃがんだ状態で  下・座り
ホゥレ しゃがんだ状態で  中
サベサダス しゃがんだ状態で  中 or座り中に 
サベサダスアベリャ しゃがんだ状態で  中・中 or座り中に 
ドゥプロ しゃがんだ状態で  中
ドゥプロ～逆立ち しゃがんだ状態で  中・逆立ち
ドゥプロ～座り しゃがんだ状態で  中・座り
アトラス･パソ 相手に背を向けて  中

アカタール･ケイショ 横移動中に  中
ラテラオ･トロッカ 横移動中に  中・座り
ラテラオ･トロッカ～キャンセル座り 横移動中に  座り
ラテラオ･トロッカ～キャンセル逆立ち 横移動中に  逆立ち
ラテラオ･トロッカ～逆立ち 横移動中に ☆  中・逆立ち
ラテラオ･トロッカ～ヴカオン 横移動中に ☆  中・中・逆立ち
バイシャ･トロッカ 横移動中に  下・下
バイシャ～逆立ち 横移動中に  下・逆立ち
バイシャ～ローシュタール 横移動中に ☆  下・下
バイシャ～ローシュタール～キャンセル逆立ち 横移動中に ☆  下・逆立ち
トロバオン 横移動中に 【】 上
トロバオン～逆立ち 横移動中に 【】 上・逆立ち
バイシャ～ドゥプロ 横移動中に  下・中
バイシャ～ドゥプロ～逆立ち 横移動中に  下・中・逆立ち
バイシャ～ドゥプロ～座り 横移動中に  下・中・座り
ファイスカ 横移動中に  上・中 横移動中に でしゃがみへ
スペシャル･コンビナソ･ヨトーリ 横移動中に  上・中・中・中・中 横移動中に で座りへ
ヴィンガジィンヴァ 横移動中に  下

    ■ 横移動(ジンガ)時のコマンド ■
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考

逆立ち  逆立ち
しゃがみ～逆立ち しゃがんだ状態で  逆立ち
レフトパンチ 逆立ち中に  中
レフトパンチ～ハスティラ 逆立ち中に  中・下 ハスティラ（）の派生技にシフト可
ライトパンチ 逆立ち中に  中
ライトパンチ～バイシャ･トロッカ 逆立ち中に  中・下・下 バイシャ（横移動）の派生技にシフト可
ラテラオ･トロッカ 逆立ち中に  中・座り ラテラオ･トロッカ（横移動中）の派生技にシフト可
トロッカ･エ･ピィアオ 逆立ち中に 【】 下・下・座り
トロッカ･エ･ピィアオ～逆立ち 逆立ち中に 【】 下・下・逆立ち
パラフーゾ 逆立ち中に  中・上・逆立ち
パラフーゾ～トロッカ･エ･ピィアオ 逆立ち中に  中・上・下・下・座り トロッカ･エ･ピィアオ（【】）の派生技にシフト可
バトゥカーダ 逆立ち中に  投げ 投げ抜け×
クイックジャブ 逆立ち中に  上 レフトジャブ（）の派生技にシフト可
テーハシュタール 逆立ち中に  下
低い姿勢 逆立ち中に  特殊動作
ヴカオン 逆立ち中に  中・逆立ち
逆立ち横避け 逆立ち中に (or )  特殊動作
逆立ち横避け～ローシュタール 逆立ち中に ☆ (or ☆ )    下 or逆立ち中に ☆ (or ☆ )   
ヒラターニョ 逆立ち中に (or )  中・逆立ち or逆立ち中に (or ) 
ヒラターニョ～座り 逆立ち中に (or )  中・座り or逆立ち中に (or ) 

座り  座り
カルーダ～ガファンヨト 座り中に  下・中・逆立ち ガファンヨト（）の派生技にシフト可
カルーダ～アルマーダ 座り中に  下・上 アルマーダ（）の派生技にシフト可
レヴァンタ～ルピエルナ  座り中に  中・中
レヴァンタ～ベンリン･プラダ 座り中に  中・中 ベンリン･プラダ（）の派生技にシフト可
レヴァンタ～アウ･バチュウド 座り中に  中・中 アウ･バチュウド（）の派生技にシフト可
シャオン～シャバ･ジラトリャ 座り中に ☆  下・中
トロッカ･エ･アタカール 座り中に 【】 中
トゥファオン 座り中に 【】 下・下・逆立ち
トゥファオン～トロッカ･エ･ピィアオ 座り中に 【】 下・下・下・下・座り トロッカ･エ･ピィアオ（【】）の派生技にシフト可
メイオシュタール～アヴァランシ 座り中に  中・中
アヴァランシ 座り中に  中 でキャンセル可
アヴァランシ～キャンセルエスパーダ 座り中に  中・逆立ち
クイックスプリングキック 座り中に  中
ヘッドスプリング～逆立ち 座り中に  逆立ち
横転～座り 座り中に (or )  座り

    ■ 座り中のコマンド ■

    ■ 逆立ち中のコマンド ■
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
１０連コンボ(１) 【】 中・中・中・上・上・中・中・中・上・中・中・中・中

１０連コンボ(２) 【】 中・中・中・上・上・下 ハスティラ（）の派生技にシフト可

メロジーア 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
ペスコッソ･アチラール 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
アーウマ･アチラール 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
チーグリ･スピン 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ヴィラール･ドイス 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
エストレーラ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ヴィラール 相手に接近して  投げ 投げ抜け
アデウス (相手しゃがみ中)接近して (or )  下段投げ 投げ抜け (or ) 
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