
技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
蛇突双撃（じゃとつそうげき）  上・上 で蛇の構えへ
ワンツーパンチ  上・上
月牙叉手（げつがさいしゅ）  上・中 で酔歩へ
月牙連腿（げつがれんたい）  上・中・中・中
虚環脚（きょかんきゃく）  上・下 でキャンセル
旋風連脚（せんぷうれんきゃく） 【】 中・中・中 で寝る
弧流腿（こりゅうたい） 【】 中
巻暫連脚（けんざんれんきゃく） 【】 下・下・中 orしゃがんだ状態で【】
転身連咆（てんしんれんほう）  上・上
転身崩墜（てんしんほうつい）  上・中
雷光中段脚（らいこうちゅうだんきゃく）  上・中・中・中・中
雷光下段脚（らいこうげだんきゃく）  上・中・中・中・下
蛇双拳（じゃそうけん）  上・上 で鶴の構えへ　orで豹の構えへ
酔歩（すいほ）  特殊動作 パンチさばき効果あり、orで前後に移動可
酔虚撃（すいきょげき） 酔歩中に  中 で酔歩へ
酔連拳（すいれんけん） 酔歩中に (or 横移動中に ) 中・上 酔歩中にで酔歩へ、酔歩中にで酔歩へ、酔歩中にで背向けへ

酔狐腿（すいこたい） 酔歩中に  下 で酔歩へ
酔狐連撃（すいこれんげき） 酔歩中に  下・中・中 で妃睡鳥へ、で鶴構えへ、酔歩中にで酔歩へ
酔虎脚（すいこきゃく） 酔歩中に  中 で酔歩へ
虚飲（きょいん） 酔歩中に  特殊動作 体力回復
酔歩腿（すいほたい） 酔歩中に  下
何仙飛撃（かせんひげき） 酔歩中に  中
飲倒（いんとう） 酔歩中に  特殊動作 体力回復
酔落戟（すいらくげき） 酔歩中に  中
韓湘手（かんしょうしゅ）  中・上・中
顎戈（がくか）  中 で蛇の構えへ
偃月脚（えんげつきゃく）  中
白虎牙（びゃっこが）  中 で虎の構えへ
鉄鎖杖（てっさじょう）  中
ローキック  下 で蛇の構えへ
方天連撃（ほうてんれんげき）  下・中 で酔歩へ
うつ伏せに寝る（うつぶせにねる）  特殊動作 or
伏寝滑（ふくしんかつ） (相手頭側)うつ伏せで 【】 下
地背連脚（ちはいれんきゃく） (相手頭側)うつ伏せで  中・中
地背流脚（ちはいりゅうきゃく） (相手頭側)うつ伏せで  下
伏寝弧流腿（ふくしんこりゅうたい） (相手足側)うつ伏せで 【】 中
伏寝掃腿（ふくしんそうたい） (相手足側)うつ伏せで 【】 下  【】で後掃燕舞へ
伏寝天脚（ふくしんてんきゃく） (相手足側)うつ伏せで  中・中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
寝る（ねる）  特殊動作 or
破龍昇腿（はりゅうしょうたい） (相手頭側)寝た状態で  下・特中
仰寝後掃燕舞（ぎょうしんこうそうえんぶ） (相手頭側)寝た状態で  下・上
跳弓脚（ちょうきゅうきゃく） (相手頭側)寝た状態で  中
渦旋脚（かせんきゃく） (相手足側)寝た状態で  下
胆脚（たんきゃく） (相手足側)寝た状態で  中
跳ね起き（はねおき） (相手足側)寝た状態で  中
舞倒（ぶとう） 寝た状態で  特殊動作
転寝（てんしん） 寝た状態で （or ） 特殊動作 or うつ伏せに寝て （or ）
夢現（ゆめうつつ） 寝た状態で （or ダウン中に ） 特殊動作 or うつ伏せに寝て 
跳身酔歩（ちょうしんすいほ） 寝た状態で  特殊動作 or うつ伏せに寝て 
後掃燕舞（こうそうえんぶ）  下・上 orで蛇の構えへ
胡蝶掌（こちょうしょう）  中
地遁腿（ちとんたい）  中
踏葫蘆肘（とうころちゅう）  下・上 で背向けへ
石頭（せきとう）  中
背を向ける（せをむける）  特殊動作 or
背身金鎖撃（はいしんきんさげき） 相手に背を向けて  上・中・下・上
背身下掃打（はいしんかそうだ） 相手に背を向けて  下
背身崩墜（はいしんほうつい） 相手に背を向けて  中
背身双脚（はいしんそうきゃく） 相手に背を向けて  中・中
背身後掃燕舞（はいしんこうそうえんぶ） 相手に背を向けて  下・上 orで蛇の構えへ
背身燕尾落（はいしんえんびらく） 相手に背を向けて  中 or相手に背を向けて or 
背身倒肘（はいしんとうちゅう） 相手に背を向けて  上・中
背刃落（はいじんらく） 相手に背を向けて  中・中・中
妃睡鳥（ひすいちょう）  特殊動作 で酔歩へ
妃睡酔虎撃（ひすいすいこげき） 妃睡鳥中に  上
妃睡絞竜掌（ひすいこうりゅうしょう） 妃睡鳥中に  中
妃睡虚環脚（ひすいきょかんきゃく） 妃睡鳥中に  上・下 でキャンセル
妃睡禽脚（ひすいきんきゃく） 妃睡鳥中に  下
妃睡鳥～酔歩（ひすいちょう～すいほ） 妃睡鳥中に  特殊動作 体力回復
鳳凰旋風脚（ほうおうせんぷうきゃく） 妃睡鳥中に  ガード不能
鷹爪連脚（ようそうれんきゃく） 妃睡鳥中に ・・・ 中・中・・・
妃睡鳥～旋風連脚（ひすいちょう～せんぷうれんきゃく） 妃睡鳥中に  中 で寝る
刃落（じんらく）  中 で妃睡鳥へ、で鶴構えへ
錐行打（すいこうだ）  上
燕尾落（えんびらく）  中 or or 
鶴翼飛翔脚（かくよくひしょうきゃく）  中 or or 
転身連脚（てんしんれんきゃく）  中・中・中
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揺震撃（ようしんげき） ☆  上・中
虎蹲山（こそんざん） ☆  上・下
綜爪牙（そうそうが） ☆(相手ガード時) 上・中・中・中 ガードさせなかった時、で雷光中(下)段脚の3発目へ
龍声中段脚（りゅうせいちゅうだんきゃく） ☆  中・中・中・中・中
龍声下段脚（りゅうせいげだんきゃく） ☆  中・中・中・中・下
狼牙揺震撃（ろうがようしんげき） ☆  上・中・中・上・中
狼牙虎蹲山（ろうがこそんざん） ☆  上・中・中・上・下
狼牙蛇突連撃（ろうがじゃとつれんげき） ☆  上・中・中・中・下 ４発目後で龍の構え、５発目後で豹の構えへ
狼牙蛇突連攻（ろうがじゃとつれんこう） ☆  上・中・中・中・下・下・中 ４発目後で龍の構え
絞竜掌（こうりゅうしょう）  中
昇流脚（しょうりゅうきゃく）  中 で背向けへ
昇流連脚（しょうりゅうれんきゃく）  中・上
芭蕉旋風（ばしょうせんぷう）  上・上 で妃睡鳥へ、で鶴の構えへ
飛襲双脚（ひしゅうそうきゃく）  中
酔虎撃（すいこげき）  上 で酔歩へ
雷光跳脚（らいこうちょうきゃく）  中
抛拳（ほうけん） 立ち途中に  中・中
千鳥旋転花（ちどりせんてんか） しゃがんだ状態で  下・下・中 でキャンセル
蛇掌拳（じゃしょうけん） 横移動中に  上 で虎の構えへ　orで龍の構えへ
仰腿（ぎょうたい） 横移動中に  中
横移動～背刃落（よこいどう～はいじんらく） 横移動中に  中 で寝る
龍声１発目～蛇の構え（りゅうせい１ぱつめ～へびのかまえ） ☆後に (or ) 中・特殊構え
龍声２発目～龍の構え（りゅうせい２はつめ～りゅうのかまえ） ☆後に (or ) 中・中・特殊構え
龍声３発目～豹の構え（りゅうせい３はつめ～ひょうのかまえ） ☆後に (or ) 中・中・中・特殊構え
龍声４発目～虎の構え（りゅうせい４はつめ～とらのかまえ） ☆後に (or ) 中・中・中・中・特殊構え
龍声中段脚～鶴の構え（りゅうせいちゅうだんきゃく～つるのかまえ） ☆後に (or ) 中・中・中・中・中・特殊構え
雷光中段脚～鶴の構え（らいこうちゅうだんきゃく～つるのかまえ） 後に (or ) 上・中・中・中・中・特殊構え
五形拳  蛇の構え（ごけいけん  へびのかまえ） (or )  特殊構え or横移動中に or、龍の構え中にor豹の構え中にor虎の構え中にor鶴の構え中に

蛇武（じゃぶ） 蛇の構え中に  上・上・上・上・上 ２発目以降で蛇の構えへ
蛇突連破（じゃとつれんは） 蛇の構え中に  上・中・中・上 ３発目後で豹の構えへ
蛇突連撃（じゃとつれんげき） 蛇の構え中に  中・中・下 １発目後で龍の構えへ、２発目後で龍の構えへ、３発目後で豹の構えへ

蛇突連攻（じゃとつれんこう） 蛇の構え中に  中・中・下・下・中
巻暫脚（けんざんきゃく） 蛇の構え中に  中
蛇尾（じゃび） 蛇の構え中に  下
蛇巻烈指（じゃかんれっし） 蛇の構え中に  中
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五形拳  龍の構え（ごけいけん  りゅうのかまえ） 蛇の構え中に  特殊構え or虎の構え中に
龍砲（りゅうほう） 龍の構え中に  中 で虎の構えへ
渦龍腿（かりゅうたい） 龍の構え中に  下 で鶴の構えへ
龍爪牙（りゅうそうが） 龍の構え中に  上・上
龍牙（りゅうが） 龍の構え中に  中 で虎の構えへ
龍牙連撃（りゅうがれんげき） 龍の構え中に  上・中・中・上
龍の構え～狼牙揺震撃（りゅうのかまえ～ろうがようしんげき） 龍の構え中に  上・中・中・上・中
龍の構え～狼牙虎蹲山（りゅうのかまえ～ろうがこそんざん） 龍の構え中に  上・中・中・上・下
五形拳  豹の構え（ごけいけん  ひょうのかまえ） 蛇の構え中に  特殊構え or鶴の構え中に
豹手（ひょうしゅ） 豹の構え中に  中 ガードされると綜爪牙２発目に派生
豹双爪（ひょうそうそう） 豹の構え中に 【】 下・上
豹襲脚（ひょうしゅうきゃく） 豹の構え中に  下 で妃睡鳥へ
豹の構え～雷光中段脚（ひょうのかまえ～らいこうちゅうだんきゃく） 豹の構え中に  上・中・中・中・中 orで鶴の構えへ
豹の構え～雷光下段脚（ひょうのかまえ～らいこうげだんきゃく） 豹の構え中に  上・中・中・中・下
五形拳  虎の構え（ごけいけん  とらのかまえ） 龍の構え中に  特殊構え
西虎爪（さいこそう） 虎の構え中に  中
虎爪掌（こそうしょう） 虎の構え中に  中
虎掃腿（こそうたい） 虎の構え中に  下
駆虎脚（くこきゃく） 虎の構え中に  中
駆虎脚～蛇身烈指（くこきゃく～じゃしんれっし） 虎の構え中に  中・中
虎掌破（こしょうは） 虎の構え中に  中
五形拳  鶴の構え（ごけいけん  つるのかまえ） 豹の構え中に  特殊構え
鶴突（かくとつ） 鶴の構え中に  中
鶴翼（かくよく） 鶴の構え中に  上
跳鶴連撃（ちょうかくれんげき） 鶴の構え中に  中・下・中・中
鶴爪（かくそう） 鶴の構え中に  下
鶴襲破（かくしゅうは） 鶴の構え中に  上
鶴翼飛天（かくよくひてん） 鶴の構え中に  中 or or 
挑発（ちょうはつ）  特殊動作 酔歩へ

１０連コンボ(１)  上・上・下・中・中・中・上・中・中・上

１０連コンボ(２)  上・上・下・中・中・中・上・中・下・上

１０連コンボ(３)  上・上・下・中・中・中・下・下・中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
飛空脚（ひくうきゃく） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
衿締め（えりじめ） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
回身倒（かいしんとう） 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
閃光乱舞脚（せんこうらんぶきゃく） 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
背身乱舞撃（はいしんらんぶげき） 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
倒落肘（とうらくちゅう） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
払い倒し（はらいたおし） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
回頭落鳳（かいとうらくほう） 龍の構え中に(or 蛇構え中に ) 投げ 投げ抜け、でキャンセル可
瓶酔（へいすい） 酔歩中に (or )  投げ 投げ抜け、で体力回復
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