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技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 攻撃力 備考

ワンツーパンチ 上，上 5,10 レバー前入れで攻撃力が6,8 終了時に でチャージドラゴンにシフト

ステップインミドルキック 中 18

サマーソルトキック（大ジャンプタイプ） （または または ） 中 上28,後25,前30

サマーソルトキック（小ジャンプタイプ） （または または ） 中 上22,後15,前25 入力で左サマーにつながる（中段、25）

スピンキックコンボ 上、上、上 16,12,12 ２、３発目終了時に でチャージドラゴン2にシフト

左連拳 上、上、上、上、上 5,5,5,5,5 ４発目迄ドラゴンナックルコンボ又はワンツーニーにシフト可

ドラゴンナックルコンボ 上、中、上 10,5,10 ２、３発目にディレイがかかる終了時に でチャージドラゴンにシフト

ドラゴンフィストコンビネーション 上、上、上、中 10,8,8,21 ３、４発目にディレイがかかる

サマーソルトドロップ （または または ） 中 30 ダウンした相手にヒットすると20

ドラゴンロー 下 8 ドラゴンローはレフトハイキックサマーに繋がる

ドラゴンキャノン 中 18(クリーンヒット42) 終了時に でチャージドラゴン2にシフト

ワンツーニー 上､上、中 5,8,10

スライディング しゃがんだ状態から 下 22

ドラゴンサマー 上、中 16,30 終了時に でチャージドラゴン2にシフト

ドラゴンスラッシュ 中（ガード後よろけ）30

ドラゴンファング ガード不能 100 でチャージドラゴンにシフト

シットスピンキックサマー しゃがんだ状態から 下、中 12,21

ドラゴンローレフトサマー 下、中 7,21

フロントキックレフトサマー 立ち途中に 中、中 12,21 1発目終了時に でチャージドラゴン2にシフト

ハイキックライトサマー 上、中 18,21

シットストレートレフトサマー （または ） 特中、中 8(10),21

ジャンプサイドキックライトサマー 背向け中に （または または ） 中､中 25,25

ジャンプサイドキックライトサマー （または または ） 上、中 25,25

クイックサマーソルトキック 中 上21,後15,前21 入力で左サマーにつながる（中段、25）

ダブルサマーソルトキック or 中、中 21,21(22,25)

ドラゴンテイル 下 25

ローキックレフトサマー しゃがんだ状態から 下、中 7,21
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サイドキック 立ち途中に 上 16 終了時チャージドラゴン2へ自動的にシフト

ドラゴンラッシュ 中、下、中 12,8,22 終了時に でチャージドラゴン2にシフト

目突き ドラゴンファング中に 上 10

スラストロー ドラゴンファング中に 上、下 10,7

オーバーヘッドキック 中 25,27 入れっぱなしで寝る

エルボードラゴンウイップ 中、中 15,25

寸勁（すんけい） 中 22

フェイク （または または ） 特殊動作

サマーソルトフェイク （または または ） 中 25

ドラゴンストーム 上、中、中 12,12,15 ２、３発目にディレイがかかる　1、2発目終了時に でチャージドラゴンにシフト

フェイクステップ 返し技

フェイクステップナックル フェイクステップ中に 上 15

トラップレフトブロー フェイクステップ成功後に 上 12 ヒットしたら相手が背向けになる

トラップライトブロー フェイクステップ成功後に 上 12

トラップライトローキック フェイクステップ成功後に 下 15

トラップレフトサイドキック フェイクステップ成功後に 中 22

ダブルドラゴン 軸移動中に 中、上 16,22

ドラゴンバックブロー 背向け中に 上 15 ヒットしたら相手が背向けになる

フラッシュPK 上、上 12,16 2発目終了時に でチャージドラゴン2にシフト

ドラゴンアッパーカット 立ち途中に 中 22

ドラゴンハンマー 中 23

ドラゴンジャッジメント 横移動中又はフェイクステップ中に 中、中、中、中 10,7,10,27 1、2、3、終了時に でチャージドラゴンにシフト

フェイクステップキャノン フェイクステップ中に 中 28(クリーンヒット42) 終了時に でチャージドラゴン2にシフト

フェイクステップブロー フェイクステップ中に 中 43

チャージドラゴン 特殊動作

チャージナックル チャージドラゴン中に 上 15 チャージドラゴン2からも可

チャージナックルコンボ チャージドラゴン中に 上、中 15,25 チャージドラゴン2からも可

チャージブロー チャージドラゴン中に 中 25 チャージドラゴン2からも可
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チャージドラゴンジャッジメント チャージドラゴン中に 上、上、上、中 10,8,8,21 チャージドラゴン2からも可

チャージクロウ チャージドラゴン中に 中 22 チャージドラゴン2からも可

チャージドラゴンキャノン チャージドラゴン中に 中 28(クリーンヒット42) チャージドラゴン2からも可

チャージドラゴンラッシュ チャージドラゴン中に 下、中 8,22 チャージドラゴン2からも可

ドラゴンキックラッシュ チャージドラゴン中に 投げ技 8,8,14 チャージドラゴン2からも可

チャージサマー チャージドラゴン中に 中 上21,後15,前21 チャージドラゴン2からも可、 入力で左サマーにつながる（中段、25）

チャージドラゴン2?チャージドラゴン チャージドラゴン2中に 特殊動作

フェイントロー 下 10


