
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：アンナ・ウィリアムズ
技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上 相手に背を向けて (or )からもシフト可
ワンツーパンチ＆レフトローキック  上・上・下 相手に背を向けて (or )からもシフト可
トリプルスマッシュ  上・上・上 相手に背を向けて (or )からもシフト可
ワンツースリー  上・上・上 相手に背を向けて (or )からもシフト可
ワンツースリー＆フロストニードル  上・上・上・上 相手に背を向けて (or )からもシフト可
スパークコンボ  上・上・上・下 相手に背を向けて (or )からもシフト可
逆ＰＤＫコンボ  上・下
逆ワンツーパンチ  上・上
逆ワンツー＆フロストニードル  上・上・上
クイックスパークコンボ  上・上・下
ＰＫコンボ  上・上
ダブルスマッシュ  上・上
ＰＤＫコンボ  上・下
スパイクコンボ＆ライトアッパー  上・下・中
スパイクコンボ＆ライトハイキック  上・下・上
レフトハイ＆ライトハイキック  上・上
ライトハイキック＆レフトスピンローキック  上・下
ポイズンスティング＆スピニングハイ  上・上
シューティングスター  中
双掌破（そうしょうは）  中 or立ち途中に 
アフロディアスタンプ  中 orカオスジャッジメント中に 
アッパーストレート  中・上 or立ち途中に
アッパーストレート＆サーマルシュート  中・上・中 or立ち途中に
アッパーストレート＆カオスジャッジメント  中・上・特殊動作 or立ち途中に、カオスジャッジメントへ
アッパーストレート＆スライスウインド  中・上・上 or立ち途中に
ステップインアッパー  中
レフトミドルキック～カオスジャッジメント  中・特殊動作 カオスジャッジメントへ
フラッシュコンボ  中・上・上
ツイスティングラッシュ  中・上・上・上 (or )で横移動へ
ツイスティングラッシュ＆ラウンドキック  中・上・上・上・上
ツイスティングラッシュ＆サプライズスコール  中・上・上・上・中
ツイスティングラッシュ＆フローズンパドル  中・上・上・上・下
ツイスティングラッシュ＆双掌破  中・上・上・上・中
クリークアタックステップ  中・上・特殊動作 掌握ステップへ
クリークアタックキャノン  中・上・上・上 (or )で横移動へ
クリークアタックコンボ  中・上・上・下 (or )で横移動へ
クリークアタック＆ライトハイキック  中・上・上 (or )で横移動へ
クリークアタック＆レフトハイキック  中・上・上 (or )で横移動へ
クリークアタック＆レフトローキック  中・上・下 (or )で横移動へ
ラピッドストーム  中・上・上・上
ラピッドキックコンボ  中・上・上・上
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レフトミドルキック＆ライトハイキック  中・上
ライトニングスクリュー  下
ガード崩し  中
レイヴキック ☆  特中・中 orしゃがんだ状態で ☆ 
アイシクルエッジ  中
シットスピン＆ライトアッパー  下・中 orしゃがんだ状態で 
シットスピン＆ライトハイキック  下・上 orしゃがんだ状態で 
ライトローキック＆バックスピンチョップ  下・上 orしゃがんだ状態で 、(or )でキャンセルして横移動へ

ブラッディーシザース  ガード不能
エンプレスヒール  下
スカーレットレイン  中
スカーレットリバース  中・下
スカーレットスパウト  中・中
フローズンキック  特中・中 orしゃがんだ状態で 
ランドスリップ  下
セビアクエイク  下・下
セビアドロップ  下・中 正面ヒット時投げへ
ハンティングスワン (でキャンセル) ガード不能
リープスライサー  下・上
クロスカットソー  中・上・中
往復ビンタ  上・上
カオスジャッジメント  特殊動作 で掌握ステップへ、投げで掴まれた場合、山嵐へ
インファーナルストーム カオスジャッジメント中に  上
ダブルレイピア カオスジャッジメント中に  上・中
ピッキングヒール カオスジャッジメント中に  中
インファーナルアバランチ カオスジャッジメント中に  下
ポイズンフロッグ カオスジャッジメント中に  下・上
ストリクス カオスジャッジメント中に  中 orカオスジャッジメント中に (or )
フォールダウン カオスジャッジメント中に  特殊動作
フォーリングストーン カオスジャッジメント中に  中
フォーリングアップ カオスジャッジメント中に  上
トゥピックブレード  中
カタパルトキック  中 or
フェイタルアタックコンビネーション  上・中
ヘイルストーム  上・中・中・中
サプライズスコール  中
ハンティングキックコンボ  上・下・上 (or )でキャンセルして横移動へ
クイックサマーソルトキック  中 or or 
ピンヒールステッチ  中・中
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エクスキューショナー  上
コウトリーレインボー  中・中・中
コウトリーレインボー～カオスジャッジメント  中・中・中・特殊動作
ニールキック  中
ニールキック～カオスジャッジメント  中・特殊動作
双掌散破（そうしょうさんは）  中
アガペイトアロー  上
クリムゾンアロー  中
パラライズニードル  中・上
ホワールウインド  中・中
ボーンカッター  中
リフトショット 立ち途中に  中
フェイスウォッシュ 立ち途中に  中
フェイスウォッシュ～カオスジャッジメント 立ち途中に  中・特殊動作
キャットスラスト しゃがんだ状態で  中
ライトハンドスタッブ しゃがんだ状態で  中
コールドブレード しゃがんだ状態で  下
サマーソルトキック(小ジャンプタイプ) しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態で (or )
サマーソルトキック(大ジャンプタイプ) しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態で (or ) 
カオステイル 横移動中に  下
ヒールマッシュ 横移動中に  中
ブラッディーカオス 横移動中に  中・中
１０連コンボ(１)  上・上・上・上・上・下・上・上・上・上 相手に背を向けて (or )からもシフト可
１０連コンボ(２)  上・上・上・上・中・中・上・上・中・中・中 相手に背を向けて (or )からもシフト可
１０連コンボ(３)  上・上・上・上・中・中・上・上・中・中・下 相手に背を向けて (or )からもシフト可
１０連コンボ(４)  上・上・上・上・中・特殊動作 相手に背を向けて (or )からもシフト可
腕固め閻魔殺し（うでがためえんまごろし） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
夜叉返し（やしゃがえし） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
挟み肘打ち 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
首刈り落とし 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
飛びつき前方回転逆三角締め 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
首刈り投げ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
抱え込み肘打ち 相手に接近して  投げ 投げ抜け
返し技 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技
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掌握（しょうあく） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
首刈十字固め 掌握中に  投げ 投げ抜け
立逆脇固め（たちぎゃくわきがため） 掌握中に  投げ 投げ抜け
裏閂鷹羽絞め（うらかんぬきたかはじめ） 立逆脇固め中に  投げ 投げ抜け
捨逆脇固め 立逆脇固め中に  投げ 投げ抜け
閂投げ（かんぬきなげ） 立逆脇固め中に  投げ 投げ抜け
腕挫立ち十字固め（うでひしぎたちじゅうじがため） 掌握中に  投げ 投げ抜け
前方回転腕絡み 腕挫立ち十字固め中に  投げ 投げ抜け
腕挫裏十字固め（うでひしぎぎゃくじゅうじがため） 腕挫立ち十字固め中に  投げ 投げ抜け

    ■ 掌握（しょうあく）コンビネーション ■
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