
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：風 間　 仁
技名 コマンド 判定 備考

順突き（じゅんつき）  上・上
順突き～内回し踵落とし（じゅんつき～うちまわしかかとおとし）  上・上・中
順突き～上段後ろ回し蹴り（じゅんつき～じょうだんうしろまわしげり）  上・上・上
風間流五連撃（かざまりゅうごれんげき）  上・上・中・中・下 終了後で残心へ
二連撃・潜（にれんげき・せん）  上・上・特殊動作
直突き～縦蹴り～左足刀（ちょくつき～たてげり～ひだりそくとう） 【】 上・中・中 ヒット時で残心へ
直突き～左下段蹴り～右下段蹴り（ちょくつき～ひだりげだんげり～みぎげだんげり）  上・下・下
逆突き～中段前回し蹴り（ぎゃくつき～ちゅうだんまえまわしげり）  上・中・中
逆突き～下段前回し蹴り（ぎゃくつき～げだんまえまわしげり） 【】 上・中・下
正拳～上段後ろ回し蹴り（せいけん～じょうだんうしろまわしげり）  上・上
鬼神烈洸（きしんれっこう）  上・上・下
右上段前回し蹴り（みぎじょうだんまえまわしげり）  上
胴回し回転蹴り（どうまわしかいてんげり） 【】 中
正中線乱れ突き（せいちゅうせんみだれづき）  中・中・上
右肘打ち（みぎひじうち）  上
左中段回し蹴り（ひだりちゅうだんまわしげり）  中 ヒット時で残心へ
縦蹴り（たてげり） 【】 中
縦蹴り～左足刀（たてげり～ひだりそくとう） 【】 中・中 ２発目ヒット時で残心へ
右中段前蹴り（みぎちゅうだんまえげり）  中 ヒット時で残心へ
正拳二段突き（せいけんにだんづき）  上・上 ヒット時で残心へ
左中段直突き～中段前回し蹴り（ひだりちゅうだんちょくつき～ちゅうだんまえまわしげり）  中・中
左中段直突き～下段前回し蹴り（ひだりちゅうだんちょくつき～げだんまえまわしげり） 【】 中・下
右突き上げ（みぎつきあげ）  中
左足刀～左縦蹴り（ひだりそくとう～ひだりたてげり）  中・上 ヒット時で残心へ
後ろ回し右踵落とし（うしろまわしみぎかかとおとし）  中
水月突（すいげつとつ）  中 パンチ捌き効果あり
骸打ち（むくろうち）  中
左関節蹴り～左足刀（ひだりかんせつげり～ひだりそくとう）  下・中
右下段後ろ回し蹴り（みぎげだんうしろまわしげり）  下
飛び二段蹴り（とびにだんげり）  中・中
転掌絶刀（てんしょうぜっとう）  中・上・中
転掌落斧（てんしょうらくふ）  中・中
右下段回し蹴り（みぎげだんまわしげり）  下
左上段後ろ回し蹴り・弐（ひだりじょうだんうしろまわしげり・に）  上
残心・弐（ざんしん・に）  特殊動作 でダッシュへ、で特殊ステップへ
左回し突き（ひだりまわしづき） 残心・弐中に  中
左回し突き～右中段正拳突き（ひだりまわしづき～みぎちゅうだんせいけんづき） 残心・弐中に  中・中
流れ柳（ながれやなぎ） 残心・弐中に  中
真空飛び上段蹴り（しんくうとびじょうだんげり） 残心・弐中に  上
右下段後ろ回し蹴り（みぎげだんうしろまわしげり） 残心・弐中に  下
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蠢魔刹（しゅんまさつ）  中・中
左膝蹴り（ひだりひざげり）  中
後ろ蹴り（うしろげり）  中
三戦立ち（さんちんだち）  ガード不能 気合溜め状態へ
直突き（ちょくつき） (でキャンセル) ガード不能
避け中段突き（さけちゅうだんづき）  中
後ろ回し左飛び蹴り（うしろまわしひだりとびげり）  中 or or 
前蹴上げ（まえけりあげ）  中 or
胴抜き（どうぬき）  中
左踵落とし（ひだりかかとおとし）  中
風間流六連撃（かざまりゅうろくれんげき）  中・上・上・中・中・下 終了後で残心へ
外回し踵落とし（そとまわしかかとおとし）  中
羅喉（らごう）  中・上・中
計都（けいと）  中・中
左突き上げ（ひだりつきあげ） ☆  中
右回し突き（みぎまわしつき） ☆  上
踏み込み下段回し蹴り（ふみこみげだんまわしげり） ☆  下 ヒット時で残心へ
踏み込み下段回し蹴り～胴回し回転蹴り（ふみこみげだんまわしげり～どうまわしかいてんげり） ☆  下・中
鬼八門（おにはちもん） 立ち途中に  中・中
追い突き（おいづき） 立ち途中に  中
唐竹蹴り（からたけげり） 立ち途中に  中
右正拳追い討ち（みぎせいけんおいうち） (相手ダウン中) 下
残心（ざんしん）  特殊動作
１０連コンボ  上・下・中・上・中・中・中・上・下・上

旋蹴り（つむじげり） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
雷（いかづち） 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
天秤投げ（てんびんなげ） 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
両肩捻り（りょうかたひねり） 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
移腰（うつりごし） 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
瞬連断（しゅんれんだん） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
肩固め喉輪落とし（かたがためのどわおとし） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
櫓崩し（やぐらくずし） 相手に接近して  投げ 投げ抜け
受け流し（うけながし） 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技
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