
【固有技】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

0.0.1 連刃捷翻斬 レンジンショウホンザン 上・上・中 一段目3キャンセル可

0.0Cで陸歩へシフト

三段目ディレイ可

0.0.2.2 連刃双鳴脚 レンジンソウメイキャク 上・上・上・中 三段目ディレイ可

四段目ディレイ可

D0.0. 流刻刃 リュウコクジン 上・下 二段目3キャンセル可

二段目ディレイ可

D0Cで陸歩へシフト

流刻刃二段目キャンセル1 影曲刃 エイキョクジン 中

DD0 裏空斬 リクウザン 中

B0 炎衡斬 エンショウザン 中

@0 斬膝刀 ザンシツトウ 中

A0 転盆撃 テンボンゲキ 特中

C0 残影撃 ザンエイゲキ 上

CC0 旋影刀 センエイトウ 中

1.1 焦天空 ショウテンクウ 中・中 一段目3キャンセル可

二段目ディレイ可

1.1Cで陸歩へシフト

1D 閃突 セントツ 上

1C 影曲刃 エイキョクジン 中

1.2 旋斧蹴 センフシュウ 中・上 二段目3キャンセル可

二段目ディレイ可

Hong Yun Sung

S O U L  C A L I B U R  II  M O V E  L I S T

©1995, 1998, 2002 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED

ユンスン 

1



D1.0 鉄支連抉 テッシレンケツ 中・上

D1.1 鉄支連断 テッシレンダン 中・中 二段目ディレイ可

DD1.1 刃面壁 ジンメンヘキ 中・中 二段目ディレイ可

DD1Dで水鶴へシフト

DD1C1 流光尖 リュウコウセン 中・中 二段目ホールド可

B1 剛昇天 ゴウショウテン 中

@1 単霄尖 タンショウセン 下

A1.1 臥狼尖 ガロウセン 中・上

C1 豪烈断 ゴウレツダン 中 ホールド可

CC1 烈光尖 レッコウセン 中 3キャンセル可

G1 跳爪撃 チョウソウゲキ 中

2.2 流牙脚 リュウガキャク 上・中 一段目3キャンセル可

2D もしくは　2.2Dで水鶴へシフト

2C0+1 牙脚剛刃 ガキャクゴウジン 上・中

:;2 襲牙脚 シュウガキャク 中 :;2Dで水鶴へシフト

D2.2.0.0 乱足流刻刃 ランソクリュウコクジン 上・中・上・下 四段目3キャンセル可

四段目ディレイ可

D2.2.0Cで陸歩へシフト

D2.2D2で水鶴へシフト

乱足流刻刃四段目キャンセル1 影曲刃 エイキョクジン 中

D2.2C0+1 乱足剛刃 ランソクゴウジン 上・中・中

DD2.2.2 回天跳砲蹴 カイテンチョウホウシュウ 中・中・上 DD2Dで及び　DD2.2Dで

水鶴へシフト

DD2ForA0 回天膝刀 カイテンシツトウ 中・中

DD2ForA1 回天烈断 カイテンレツダン 中・中

DD2ForA2.2 回天弄蹴 カイテンロウシュウ 中・中・上 DD2ForA2Dで水鶴へシフト

DD2ForA2Cで陸歩へシフト

DD2.2ForA0 回天跳膝刀 カイテンチョウシツトウ 中・中・中 DD2.:ForAで二段目をキャンセル可

DD2.2ForA1 回転跳烈断 カイテンチョウレツダン 中・中・中
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DD2.2ForA2.2 回天跳弄蹴 カイテンチョウロウシュウ 中・中・中・上 DD2.2ForA2Dで水鶴へシフト

DD2.2ForA2Cで陸歩へシフト

B2 震抉足 シンカイソク 中

@2.0.1 響舞尖 キョウブセン 下・上・中 三段目3キャンセル可

@2.2.1 響杯尖 キョウハイセン 下・下・中 三段目3キャンセル可

@2.2D2で水鶴へシフト

@2.2C0+1 響杯剛刃 キョウハイゴウジン 下・下・中

A2 伏牙脚 フクガキャク 下

C2 連架蹴 レンカシュウ 中中

CC2 虎砲蹴 コホウシュウ 上

0+1 双通天 ソウツウテン 中中

D0+1 揺炎斬 ヨウエンザン 中中 インパクト性能（対上中段）あり

C0+1 極剛刃 キョクゴウジン 中 インパクト性能（対縦）あり

3キャンセル可

DD0+1 強襲烈轟刃 キョウシュウレツゴウジン 中

1+2 竜魚脚 リュウギョキャク 中

A1+2 崩嶺蹴 ホウレイシュウ 中

CC1+2 洪式強襲猛嵐刃 ホンシキキョウシュウモウランジン 中（ガード不能） 3キャンセル可

A0+2 連旋儀 レンセンギ 特中下

しゃがみ0 屈刀撃 クットウゲキ 特中

しゃがみ1.1 臥狼尖 ガロウセン 中・上

しゃがみ2 伏牙脚 フクガキャク 下
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立ち途中0.1 風雲嵐剛刃 フウウンランゴウジン 上・中

立ち途中1 砕断空 サイダンクウ 中

立ち途中2 昇鉤蹴 ショウコウシュウ 中

立ち途中0+1 揺炎斬 ヨウエンザン 中中 インパクト性能（対上中段）あり

振り向き0 転身斬撃 テンシンザンゲキ 上

振り向き1 転身翻刀 テンシンホントウ 中

振り向き2 転身牙脚 テンシンガキャク 上

振り向き2.2 転身抉足 テンシンケッソク 上・中 左振り向きからのみ出る

しゃがみ振り向き0 転屈刀撃 テンクツトウゲキ 下

しゃがみ振り向き1 転屈狼刃 テンクツロウジン 中

しゃがみ振り向き2 転伏脚 テンフクキャク 下

ジャンプ0 迅風斬 ジンフウザン 上

ジャンプ1 断空撃 ダンクウゲキ 中

ジャンプ2 砕星蹴 サイセイシュウ 中

ジャンプ遅出し0 迅掃斬 ジンソウザン 下

ジャンプ遅出し1 揚鉄支 ヨウテッシ 中

ジャンプ遅出し2 潜鎌蹴 センケンシュウ 下

【水鶴─スイカク─】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

（－） 水鶴 スイカク 特殊構え

水鶴中0 回翼斬 カイヨクザン 上 水鶴中4で構えを維持

水鶴中1 飛翼刀 ヒヨクトウ 中

水鶴中2 絡脚旋雷放 ラッキャクセンライホウ 中 ヒット時に2で追加攻撃（投げ）が発動

水鶴中A2.2 鶴嘴蹴 カクシシュウ 下・上 水鶴中A2.2Dで構えを維持

水鶴中A2.0 鶴翼撃 カクヨクゲキ 下・上 水鶴中A2.0Cで陸歩へシフト

水鶴中A:2 蝶弄足 チョウロウソク 上
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水鶴中0+1 豪勢岩砕断 ゴウセイガンサイダン 中

水鶴中DD 魁歩 カイホ 特殊移動 前方ステップ

水鶴中DD0.1 風雲嵐剛刃 フウウンランゴウジン 特殊移動・上・中

水鶴中DD1 魁亢天 カイコウテン 特殊移動・中

水鶴中DD2 鳳躍脚 ホウヤクキャク 特殊移動・中

水鶴中CC1 影曲刃 エイキョクジン 特殊移動・中

【陸歩─リクホ─】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

A@C 陸歩 リクホ 特殊移動 後方ステップ

A@C0 落鶯斬 ラクオウザン 上

A@C1 無音断 ムオンダン 中

A@C2.2.2 散峰蹴 サンホウシュウ 下・上・上 三段目ディレイ可

A@C1+2 強襲飛来突 キョウシュウヒライトツ 中 3キャンセル可

【８WayRun】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

L0 裏空斬 リクウザン 中

L1.1 刃面壁 ジンメンヘキ 中・中 二段目ディレイ可

L1Dで水鶴へシフト

L1C1 流光尖 リュウコウセン 中・中 二段目ホールド可

L2 潜身蹴 センシンシュウ 下 スライディング

O0.1 旋盆跳撃 センボンチョウゲキ 上・中 二段目ホールド可

O1 登竜刃 トウリュウジン 中 O5で水鶴へシフト

O2 猛翔蹴 モウショウシュウ 中中

J0.1 旋盆跳撃 センボンチョウゲキ 上・中 二段目ホールド可
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J1 登竜刃 トウリュウジン 中 J5で水鶴へシフト

J2 猛翔蹴 モウショウシュウ 中中

N0.1 重狼尖 ジュウロウセン 上上・中 二段目3キャンセル可

N0Dで水鶴へシフト

N1 無影刃 ムエイジン 中

N2 回旋蹴 カイセンシュウ 上

I0.1 重狼尖 ジュウロウセン 上上・中 二段目3キャンセル可

I0Dで水鶴へシフト

I1 無影刃 ムエイジン 中

I2 回旋蹴 カイセンシュウ 上

M0 曲端斬 キョクハザン 下

M1 散界尖 サンカイセン 下

M2 旋鎌蹴 センケンシュウ 下

H0 曲端斬 キョクハザン 下

H1 散界尖 サンカイセン 下

H2 旋鎌蹴 センケンシュウ 下

K0 旋影刀 センエイトウ 中

K1 烈光尖 レッコウセン 中 3キャンセル可

K2 虎砲蹴 コホウシュウ 上

K1+2 洪式強襲猛嵐刃 ホンシキキョウシュウモウランジン 中（ガード不能） 3キャンセル可
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【投げ技】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

0+3 捉揚流星弾 ソクヨウリュウセイダン 投げ 0で投げぬけ可

1+3 揚蹴追撃刃 ヨウシュウツイゲキジン 投げ 1で投げぬけ可

左投げ 捻頭轟転車 ネントウゴウテンシャ 投げ 投げ側と同じボタン（0or1）で投げぬけ可

右投げ 絶命楔踏刃 ゼツメイセットウジン 投げ 投げ側と同じボタン（0or1）で投げぬけ可

後投げ 強行破骨斬 キョウコウハコツザン 投げ 投げぬけ不可（ヴォルド、アスタロスは可）

1+3C 潤星強振撃 ユンスンキョウシンゲキ 投げ 1で投げぬけ可

【壁ジャンプ】
コマンド 技名 攻撃判定 備考

壁ジャンプ中0 迅掃斬 ジンソウザン 下

壁ジャンプ中1 揚鉄支 ヨウテッシ 中

壁ジャンプ中2 潜鎌蹴 センケンシュウ 下
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