
バース技表 Ver.1.06（AC版）

流派：プロレス

■ブレイクシステム
技名 コマンド 属性

フェイタルラッシュ1 S 上

フェイタルラッシュ2 SS 上中

フェイタルラッシュ3 SSS 上中中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中中中

サイドアタック
ブレイクゲージ25%以上の状態で
サイドステップ中にS

中

ブレイクブロー ブレイクゲージ100%の状態で→S 中

ブレイクホールド ブレイクゲージ50%以上の状態で←S －

■固有打撃技
技名 コマンド 属性

パームジャブ P 上

ダブルパーム PP (上上)

コンボゴング PPP (上上)中

コンボハンマー PP↓P (上上)下

コンボハイキック PPK (上上)上

ジャブ・フロントキック PK 上中

コンボトリプルヒット PKP 上中中

コンボキックラッシュ PKK 上中上

ボディフック →P 中

ワイルドスイング →PP 中中

コンボストンプキック →PK 中上

テキサスチョップ ←P 中

ショットガンチョップ ←PP (中中)

スタンガンチョップ ←PPP (中中)中

ヘルスマッシャー ←PPP+K (中中)上

ワンハンドハンマー ↑P 中

エルボーバット ↗P 上

エルボーラッシュ ↗PP 上中

エルボーニー ↗PK 上中

エルボーゴング ↗PKP 上中中

エルボーハンマー ↗PK↓P 上中下

エルボーストンプコンボ ⇗PK 上上

モンゴリアンチョップ ↖P 上

↖PPタメ可
↖PP最大タメ時

ワイルドモンゴリアンチョップ ↖PP+K 上中

ローナックル ↓P 下

スロートストライク ↓PP 下上

エルボースマッシュ ↘P 中

プロトンハンマー ↙P 下

パワーゴング ↙PP 下中

ゴングヘルコンボ ↙PP+K 下上

スマッシュゴング →→P 中

ローリング逆水平チョップ ←←P 中

←→Pタメ可
←→P最大タメ時

バッファロークラッシュ ↘↘P 中

バッファローレイジ ↘↘PP 中中

ビッグベアパーム ↓↘→P 上

ローリングアックス ↓↙←P 中

フライングボディプレス 走り中にP 中

ハイキック K 上

ニーリフト →K 中

ニーハンマー →KP 中中

ニーデストロイヤー →KK 中下

トーキック ←K 中

ジャンピングハイキック ↑K 上

モンゴルヘッドバット 上中

ダイビングハンマー 中



ハイストンプキック ↗K 上

ジャンピングニー ↖K 中

ローキック ↓K 下

フロントキック ↘K 中

バースパンチ ↘KP 中中

キックラッシュ ↘KK 中上

レッグブレイク ↙K 下

ライジングパーム ↙KP 下中

ケンカキック →→K 中

地獄突き P+K 上

バースラリアット →P+K 上

マッドラリアット →P+KP 上上

コンボトラースキック →P+KK 上中

マッスルエルボー ←P+K 中中

エルボータックル 立ち途中に←P+K 上

ザ・マッスルマン 立ち途中に←P+KP 上中中

ローリングヘルスマッシャー ←←P+K 上

バーニングソウル ↓P+K －

アックスボンバー ↓P+KP 強上

バーススペシャル ↓P+KP+K 中

ベアクラッシュ ↘P+K 中

↙P+Kタメ可
↙P+K最大タメ時

フライングクロスチョップ →→P+K 中

ガードブレイカー ←↙↓↘→P+K 中

ドロップキック H+K 中

フロントロールキック →H+K 中

←H+Kタメ可
←H+K最大タメ時

ロードロップキック ↓H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

スイングパーム P 上

ラウンドバックナックル ←P 中

スイングローパーム ↓P 下

ラウンドハイキック K 上

ラウンドミドルキック ←K 中

トラースキック ↖K 中

ラウンドローキック ↓K 下

ラウンドラリアット P+K 上

ラウンドマッスルエルボー ←P+K 中中

■投げ技
技名 コマンド 属性

バースボトム T 上段正面

マシンガンチョップ 壁際で T 壁

→T 上段正面

敵背後時→T 上段背後

猛牛頭突き 壁際で→T 壁

バース・トルネード →→T 上段正面OH

リフトアップ ←T 上段正面

ダイナマイトラリアット ←→T 上段正面

アトミックハンマークラッシュ 壁際で←T 壁

↑T 上段正面OH

敵背後時↑T 上段背後OH

パワースラム ↓↘→T 上段正面

オクラホマスタンピード パワースラム中にT 派生

キチンシンク ↓↙←T 上段正面

キチンプッシュアウェイ キチンシンク中に→T 派生

ストレッチプラム キチンシンク中に↓T 派生

マンハッタンドライバー ストレッチプラム中に↑T 派生

ウェイストランド →↘↓↙←T 上段正面

エアプレンスピン ウェイストランド中に一回転T 派生

フライングボディシザース

ラインバッカー 中

スモウストンプ 中

一本足頭突き



F5 エアプレンスピン中に一回転T 派生

スーパーフリーク ←↙↓↘→Tタメ可 上段正面OH

ダンシングフリーク ←↙↓↘→T少しタメる 上段正面OH

フリーキーボム ←↙↓↘→T最大タメ時 上段正面OH

ビッグベアレイジ フリーキーボム中に↓↘→↗↑T 派生

ダイブボマー ビッグベアレイジ中に↑↓T 派生

ビッグベアレイジ・スペシャル
天井のあるところで
フリーキーボム中に↓↘→↗↑T

派生

フライングボマー ビッグベアレイジ・スペシャル中に↑↓T 派生

ビッグベアスラム ビッグベアパームヒット時T 打撃投げ

Ｔ・Ｆ・Ｂ・Ｂ しゃがみから→←T 上段正面

U・Ｔ・Ｆ・Ｂ・Ｂ しゃがみから→←Tカウンター以上 上段正面

Ｔ・Ｆ・Ｂ・Ｃ 壁際でしゃがみから→←T 壁

Ｔ・Ｆ・Ｂ・Ａ 天井のあるところでしゃがみから→←T 上段正面

↘P+KT
↖PT

サイドステップ・ベアハッグ サイドステップ中に→T 上段正面

空中の敵に↘P+KT
空中の敵に↖PT
空中の敵にサイドステップ中に→T
壁際で↘P+KT
壁際で↖PT
壁際でサイドステップ中に→T

エスケープバック 敵に背を向けT 上段正面OH

デンジャラスバックドロップ 敵背後時T 上段背後

ロコモーションバックドロップ 壁際で敵背後時T 壁

敵背後時←T
敵背後時↓↘→T
敵背後時↘P+KT
敵背後時↖PT
敵背後時←Tカウンターヒット以上
水面で敵背後時←T
敵背後時↓↘→Tカウンターヒット以上
水面で敵背後時↓↘→T
敵背後時↘P+KTカウンターヒット以上
水面で敵背後時↘P+KT
敵背後時↖PTカウンターヒット以上
水面で敵背後時↖PT

アトミックドロップ 敵背後時→→T 上段背後OH

フェイスクラッシャー アトミックドロップ中にT 派生

敵背後時↓↙←T
敵背後時→↘↓↙←T
敵背後時サイドステップ中→T

アイアンクロー 敵背後時←↙↓↘→Tタメ可 上段背後

スピニングアイアン 敵背後時←↙↓↘→T少しタメる 上段背後

アイアンアンビル 敵背後時←↙↓↘→T最大タメ時 上段背後

ダイブボマー ←↙↓↘→T(最大タメ)・↓↘→↗↑T・T 上段正面

マッスル・デストロイヤー ←↙↓↘→T(最大タメ)・↓↘→↗↑T・↙回転T 上段正面

グリズリーランチャー アイアンクロー中に↓T 派生

グリズリークラッシュ 壁際でアイアンクロー中に↓T 壁

プッシュアサイド 敵に背を向け敵背後時T 上段背後

ビッグバット 敵に背を向け敵しゃがみ時↓T 下段正面OH

バースボム 敵しゃがみ時↓T 下段正面

ダブルアームＤＤＴ 敵しゃがみ時↘T 下段正面OH

スパイラルボム 敵しゃがみ時↘↘T 下段正面

カーフブランディング 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

ランニングネックブリーカードロップ 走り中にT 上段正面

ランニングフェイスバスター 敵背後時走り中にT 上段背後

マイティハンマー ←←Pヒット時T 上段正面

マッスルジャッジメント ←Kヒット時T 上段正面

バレルスロー 浮かせた敵にT 空中

エアダンプ 浮かせた敵に←↙↓↘→T 空中

キャッチングハンマースロー エアダンプ中にT 派生

リバースパワーボム 上段背後

リバースパワーボム・ワンモア 上段背後

アルゼンチンバックブリーカー 上段背後

リフトアップ

ベアハッグ 上段正面

エアリアルベアハッグ 空中

ベアウォール 壁



「どうした、どうしたぁ！」 ダウンした敵に(あおむけ足側)↓T ダウン

「もう一発っ！」 ダウンした敵に(あおむけ頭側)↓T ダウン

「まだいくぞぉ！」 ダウンした敵に(あおむけ横側)↓T ダウン

「ダメ押しだぁ！」 ダウンした敵に(うつぶせ足側)↓T ダウン

「これからだぁ！」 ダウンした敵に(うつぶせ頭側)↓T ダウン

「起きろっ！」 ダウンした敵に(うつぶせ横側)↓T ダウン

■ホールド
技名 コマンド 属性

ハーフロックスープレックス 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

ローリングセントーン 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

パワープレッシャー 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

ブラストスルー 壁際で敵中段Ｐに対し←H 壁

スパインバスター 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

ジュラシックトレーラー スパインバスター中に←H 派生

ギロチンドロップ 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

ジャイアントハンマースロー 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

アイアンハンマープレス 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

バズクラッシュ 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

リバーサルバースラリアット 敵中段Ｐに対し→←H 中段Ｐ

ダイレクトジュラシックトレーラー 敵中段Ｋに対し←→H 中段Ｋ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

ストンピング ↓K -

ダブルニードロップ ↑P+K -

■起き上がり技
技名 コマンド 属性

起きミドルキック 仰向け敵足K 中

起きローキック 仰向け敵足⇓K 下

起きミドルキック うつ伏せ敵足K 中

起きローキック うつ伏せ敵足⇓K 下

起きミドルキック 仰向け敵頭K 中

起きローキック 仰向け敵頭⇓K 下

起きミドルキック うつ伏せ敵頭K 中

起きローキック うつ伏せ敵頭⇓K 下

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

リーピングハンマー 柵乗り越え中にP 中

リーピングドロップキック 柵乗り越え中にK 中

フロントネックショット 柵乗り越え着地際P 上

フロントレッグブレイク 柵乗り越え着地際K 下

柵乗り越え中にT
柵乗り越え着地際T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

アピール：「イッツ・ア・ショータイム！」 APL -

アピール「フンガラゴワー！！」 →APL -

アピール「来いっ！」 ←APL -

エキスパートホールド

ダイナマイトラリアット 上段正面投げ


