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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

寝る I（またはA）` 特殊動作

跳弓脚（ちょうきゅうきゃく） 相手頭側で寝た状態で` 中 21

跳ね起き 相手足側寝た状態で` 中 20

仰寝後掃燕舞（ぎょうしんこうそうえんぶ） 相手頭側で寝た状態でX\ 下、上 7（10）,21 1発目で止めなおかつクリーンヒットした場合10

背を向ける K（またはC）` 特殊動作

背身打（はいしんだ） 背中を向けU 上 12

背身下掃打（はいしんかそうだ） 背中を向けI（またはA）U 下 8

背身崩墜（はいしんほうつい） 背中を向けV 中 20

背身腿（はいしんたい） 背中を向け\ 中 15

背刃落（はいじんらく） 背中を向け``` 中、中、中 15,15,15 背中を向ける

背身後掃燕舞（はいしんこうそうえんぶ） 背中を向けI（またはA）\\ 下、上 10（15）,35 1発目後IorNで蛇構えへ 1発目で止めなおかつクリーンヒットした場合15

後掃燕舞（こうそうえんぶ） @\\ 下、上 8,21 1発目後IorNで蛇構えへ 1発目で止めなおかつクリーンヒットした場合15

転身連咆（てんしんれんほう） WU 上、上 18,18 背中を向ける

旋風連脚（せんぷうれんきゃく） X\ 中 30 Nで3回つながる。キック中Iで寝る

旋風連脚（せんぷうれんきゃく） L（またはD）X\ 中 30 Nで3回つながる。キック中Iで寝る

龍声下段脚（りゅうせいげだんきゃく） D☆UVUVX 中、中、中、中、下 7,7,7,7,12 2発目ディレイ可その場合の1発目の攻撃力は8

龍声中段脚（りゅうせいちゅうだんきゃく） D☆UVUV\ 中、中、中、中、中 7,7,7,7,15 2発目ディレイ可その場合の1発目の攻撃力は8

狼牙揺震撃（ろうがようしんげき） D☆\UVX\ 中、中、中、上、中 15,12,5,17,20

狼牙虎蹲山（ろうがこそんざん） D☆\UVXI\ 中、中、中、上、下 15,12,5,17,10

揺震撃（ようしんげき） D☆X\ 上、中 35,20

虎蹲山（こそんざん） D☆XI\ 上、下 35,10

虚環脚（きょかんきゃく） XX 上、下 28,20 背中を向ける

雷光下段脚（らいこうげだんきゃく） L\VUVX 上、中、中、中、下 30,12,12,8,12 3、4発目ディレイ可

雷光中段脚（らいこうちゅうだんきゃく） L\VUV\ 上、中、中、中、中 30,12,12,8,15 3発目からディレイ可 5発目後NorIで鶴構えへ

弧流腿（こりゅうたい） \X 中 25

綜爪牙（そうそうが） D☆VUVU 上、上、中、中 10,12,25,30（ガード崩し） 1発目がヒットした場合、Uで雷光中（下）段脚の3発目へ

妃睡鳥（ひすいちょう） K] 特殊動作
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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 90

鷹爪連脚（ようそうれんきゃく） 妃睡鳥中にXXXX 中、中、中、中 15,15,15,15 鳳凰旋風脚につながる

伏寝弧流腿（ふくしんこりゅうたい） 相手足側でうつ伏せから\X 中 18 うつ伏せになる

伏寝掃腿（ふくしんそうたい） 相手足側でうつ伏せからX\ 下 10 仰向けになる X\中に\で後掃燕舞 1発目で止めなおかつクリーンヒットした場合15

仰向けからうつ伏せに転がる 仰向けに寝てIU 特殊動作 うつ伏せになる

うつ伏せから仰向けに転がる うつ伏せに寝てU 特殊動作 仰向けになる

雷光跳脚（らいこうちょうきゃく） DDDX 中 30 ガード後ひるみ

伏寝滑（ふくしんかつ） 相手頭側でうつ伏せから\X 下 15 仰向けになる

巻暫連脚（けんざんれんきゃく） \\XX 下、下、中 7,7,28 うつ伏せになる

燕尾落（えんびらく） EorGV 中 15

背身燕尾落（えんびらく） 背中を向けEorGV 中 15

石頭（せきとう） KW 中 25

酔歩（すいほ） D`または相手のパンチ攻撃に合わせてD` 返し技（特殊動作）

うつ伏せに寝る IW 特殊動作 相手足側うつ伏せに寝る

酔歩腿（すいほたい） 酔歩中に` 下 15

酔虚撃（すいきょげき） 酔歩中にU 中 25 レバーL入れで酔歩へ

転身崩墜（てんしんほうつい） WV 上、中 18,20

酔連拳（すいれんけん） 横移動中にVV or 酔歩中にVV 中、上 15,18 レバーL入れで酔歩へ

虚飲（きょいん） 酔歩中にW 体力回復

蛇双拳（じゃそうけん） DW 上、上 13,10 レバーL入れで鶴構えへ IorNで豹構えへ

蛇掌拳（じゃしょうけん） 横移動中にU 上 18 レバーL入れで虎構えへ IorNで龍構えへ

酔虎撃（すいこげき） CCU 上 24 レバーL入れで酔歩へ

横移動～背刃落（はいじんらく） 横移動中に` 中 15

妃睡鳥～旋風連脚 妃睡鳥中にC\ 中 30 Nで3回つながる。キック中Iで寝る鷹爪連脚からも可

龍声1発目～蛇の構え D☆U後にForA 中

龍声2発目～龍の構え D☆UV後にForA 中、中

龍声3発目～豹の構え D☆UVU後にForA 中、中、中

龍声4発目～虎の構え D☆UVUV後にForA 中、中、中、中
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龍声中段脚～鶴の構え D☆UVUV\後にForA 中、中、中、中、中

雷光中段脚～鶴の構え D\VUV\後にForA 上、中、中、中、中

五形拳蛇の構え（へびのかまえ） 横移動中に]orDZ 特殊構え 龍構え中にAor豹構え中にFor虎構え中にFor鶴構え中にAでも出せる

蛇突連撃（じゃとつれんげき） 蛇の構え中にVVV 中、中、下 15,10,15 1、2発目で止めてL入れっぱなしで龍の構えになる
3発目のあとL入れっぱなしで豹の構えになる 3発目ディレイ可

蛇武（じゃぶ） 蛇の構え中にUUUUUU 上、上、上、上、上、上 13,10,8,6,5,5 コンボの途中で止めてL入れっぱなしで蛇の構えへシフトする

巻暫脚（けんざんきゃく） 蛇に構え中にX 中 30 うつ伏せになる

蛇尾（じゃび） 蛇に構え中に\ 下 11

五形拳龍の構え（りゅうのかまえ） 蛇の構え中にFor龍声2発目ForA 特殊構え 虎構え中にAでも出せる

龍砲（りゅうほう） 龍の構え中にV 中 18 L入れっぱなしで虎の構えへシフトする

龍牙（りゅうが） 龍の構え中にW 中 32 L入れっぱなしで虎の構えへシフトする

龍尾（りゅうび） 龍の構え中にXX 上、下 28,20

龍牙連撃（りゅうがれんげき） 龍の構え中に\UVX 上、中、中、上 15,12,5,17

龍の構え～狼牙揺震撃 龍の構え中に\UVX\ 上、中、中、上、中 15,12,5,17,20

龍の構え～狼牙虎蹲山 龍の構え中に\UVXI\ 上、中、中、上、下 15,12,5,17,10

五形拳豹の構え（ひょうのかまえ） 蛇の構え中にAor龍声3発目ForA 特殊構え 鶴構え中にFでも出せる

豹手（ひょうしゅ） 豹の構え中にV 中 21 ガードされると綜爪牙2発目に派生する

豹双爪（ひょうそうそう） 豹の構え中にUV 下、上 10,28

豹掃腿（ひょうそうたい） 豹の構え中にX 下 18 ガードorヒット後、Cで妃睡鳥へ派生

豹の構え～雷光中段脚 豹の構え中に\VUV\ 上、中、中、中、中 26,12,12,8,15 5発目後NorIで鶴構えへ

豹の構え～雷光下段脚 豹の構え中に\VUVX 上、中、中、中、下 26,12,12,8,12

五形拳虎の構え（とらのかまえ） 龍の構え中にFor龍声4発目ForA 特殊構え

西虎爪（さいこそう） 虎の構え中にU 中 22

虎爪掌（こそうしょう） 虎の構え中にV 中 28

虎掃腿（こそうたい） 虎の構え中に\ 下 15

虎旋脚（こせんきゃく） 虎の構え中にX 上 32

虎旋脚～龍声中段脚 虎の構え中にXUVUV\ 上、中、中、中、中、中 32,7,7,7,7,15 3発目ディレイ可その場合の2発目の攻撃力は8 龍声と同様に各種構えへシフト可

虎旋脚～龍声下段脚 虎の構え中にXUVUVX 上、中、中、中、中、下 32,7,7,7,7,12 3発目ディレイ可その場合の2発目の攻撃力は8 龍声と同様に各種構えへシフト可

五形拳鶴の構え（つるのかまえ） 豹の構え中にAor龍声中段脚後 ForA雷光中段脚
後ForA 特殊構え
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鶴爪（かくそう） 鶴の構え中に\ 下 20

跳鶴連撃（ちょうかくれんげき） 鶴の構え中にX\VX 中、下、中、中 21,10,10,15 2、3、4発目ディレイ可

鶴突（かくとつ） 鶴の構え中にU 中 27

鶴翼（かくよく） 鶴の構え中にV 上 30

背向けからうつ伏せに寝る 背中を向けAW 特殊動作

背向けから仰向けに寝る 背中を向けA` 特殊動作

蛇突双撃（じゃとつそうげき） UU 上、上 5,5 2発目後レバーLで蛇の構えにシフト

ワンツーパンチ UV 上、上 5,12 10連コンボ始動はCUV

鶴翼飛翔脚（かくよくひしょうきゃく） EXORFXORGX 上 25 鶴の構えに自動でシフト

刃落 C\ 中 18 技後レバーLで鶴の構えにシフト

狼牙蛇突連撃 D☆\UVVV 上、中、中、中、下 15,12,5,10,15 4発目後レバーLで龍の構え、5発目後レバーLで豹の構えにシフト

転身連脚（てんしんれんきゃく） G`\ 中、中 10,18,12


