
クリスティ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：蛇拳

■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(中上上)

フェイタルラッシュ3 SSS
上(中上上)(上上

上上中)

フェイタルラッシュ4 SSSS
上(中上上)(上上

上上中)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

蛇形手 P 上

蛇形連手 PP (上上)

蛇形烈手 PPP (上上)中

蛇形插手 PPPP (上上)(中中)

PPPP↑P+K
PPPP↓P+K

蛇形連舞 PPPPP (上上)(中中)中

連環歇歩掃手 PPPP↓P (上上)(中中)下

毒蛇背向掌 PP←P (上上)上

毒蛇連昂首 PP←PP (上上)上中

毒蛇連昂連牙 PP←PPP タメ可
(上上)上中(中中

中中)
毒蛇連昂牙突 PP←PPP 最大タメ時 (上上)上中中

PP←PPP タメ中↑
PP←PPP タメ中↓

毒蛇連背旋蹴 PP←PK (上上)上上

毒蛇連背旋掌 PP←PKP (上上)上上中

毒蛇連昂掃腿 PP←P↓K (上上)上下

連環坐盤擦 PP↓P (上上)下

連環毒蛇問路 PP↓PP (上上)下中

連突旋風脚 PPK (上上)上

連突連旋脚 PPKK (上上)上上

連突掃下踵 PP↓K (上上)下

連突掃下連撃 PP↓KP (上上)下下

蛇形手・廻脚 PK 上上

蛇形手・連廻脚 PKK 上上上

PKK↑P+K
PKK↓P+K

蛇形手・連環後旋腿 PKKK 上上上上

蛇形手・連環後掃腿 PKK↓K 上上上下

毒蛇出洞 →P 中

毒蛇打穴 →PP (中中)

連環毒蛇打喉 →PPP (中中)中

連環双蛇打喉 →PPPP (中中)中中

→PP↑P+K
→PP↓P+K

毒蛇横手 →→P 中

毒蛇反撃 →→PP 中上

毒蛇三連手 →→PPP タメ可 中(上中中中中)

毒蛇牙突手 →→PPP 最大タメ時 中上中

毒蛇打穴～蛇形歩 (中中)-

蛇形插手～蛇形歩 (上上)(中中)-

毒蛇連昂牙突～蛇形歩 (上上)上中-

蛇形手・連廻脚～蛇形歩 上上上-



→→PPP タメ中↑
→→PPP タメ中↓

毒蛇探路 ←P 上

毒蛇連向掌 ←PP 上中

毒蛇三連向掌 ←PPP タメ可 上中(中中中中)

毒蛇向牙突 ←PPP 最大タメ時 上中中

←PPP タメ中↑
←PPP タメ中↓

毒蛇旋風 ←PK 上上

毒蛇追風 ←PKP 上上中

毒蛇後掃腿 ←P↓K 上下

転身蛇伸撃 ←→P 上

毒蛇飛翔 ↑P 中

毒蛇尋落 ↑PP (中中)

独立歩穿蛇形手 ↗P 上

回身蛇咬手 ↖P 上

蛇咬手蛇穿掌 ↖PP (上中)

蛇咬手連穿掌 ↖PPP （上中）中

下勢蛇形手 ↓P 下

下勢上蛇形手 ↓PP 下上

下勢上蛇連形手 ↓PPP 下上中

毒蛇問路 ↘P 中

毒蛇掌変突 ↘PP 中中

毒蛇攔追風 ↘PPP タメ可 中中(中中中中)

毒蛇欄牙突 ↘PPP 最大タメ時 中中中

↘PPP タメ中↑
↘PPP タメ中↓
↘PP↑P+K
↘PP↓P+K

毒蛇昂首 ⇘P 中

毒蛇尋食 ↘↘P 上

歇歩掃手 ↙P 下

歇歩蹬脚 ↙PK 下中

大蛇咬牙手 ↓↘→P 中

滑空蛇 ↓↙←P 中

廻脚 K 上

連廻脚 KK 上上

連環後旋腿 KKK 上上上

連環後掃腿 KK↓K 上上下

KK↑P+K
KK↓P+K

蹴落毒牙 KP 上中

提膝頭 →K 中

毒蛇横卧 →K(空中ヒット時)←K 中中

膝落毒牙 →KP 中中

毒蛇旋舞 →KK 中上

→K↑P+K
→K↓P+K

双飛燕 →→K (中中)

前踢 ←K 中

前踢旋 風脚 ←KK 中上

前踢騰 空側踢 ←K↓K 中下

前踢 横旋尾 ←K↓KP 中下中

前踢毒蛇出水 ←K↓KPP 中下(中上)

絶紹歇歩・毒連掃手 ←K↓KP↓P 中下中下

側蹴腿 ↑K 中

単飛脚 ↗K 上

騰空双側踢 ↗KK (上中)

提膝頭～蛇形歩 中-

毒蛇欄牙突～蛇形歩 中中-

毒蛇掌変突～蛇形歩 中中-

連廻脚～蛇形歩 上上-

毒蛇牙突手～蛇形歩 中上-

毒蛇向牙突～蛇形歩 上中-



毒蛇跳尾 ↖K 中

大蛇飛空 ↖Kヒット時P 中

大蛇横卧 ↖Kヒット時K 中

旋踢 ↓K 下

後旋腿 ↘K 中

↘K↑P+K
↘K↓P+K

蛇旋突牙 ↘KP 中(中中)
蛇旋連蹴 ↘KK 中上
騰空側踢 ↙K 下

横旋尾 ↙KP 下中

毒蛇出水 ↙KPP 下(中上)

絶紹・蛇旋連牙 ↙KP↓P 下中下

滑地襲 走り中に ⇓K 下

双蛇取眼 P+K 上

双蛇突 →P+K 中

←P+K タメ可
←P+K 最大タメ時

双蛇天衝～前方転進 ←P+Kタメ中に⇘ －

(前転身) ↘P+K －

前転身毒蛇突 ↘P+KP 中

前転身毒蛇連突 ↘P+KPP 中中

穿弓腿 ↘P+KK 中

前転身双蛇天衝 ↘P+KP+K 中

毒蛇旋踢 H+K 中

毒蛇旋戻踢 H+KK 中上

毒蛇旋戻旋風脚 H+KKK 中上中

連圏脚 →H+K (上上)

後蹴腿 ←H+K 上

下掃踵 ↓H+K 下

下掃連撃 ↓H+KP 下下

■蛇形歩からの技
技名 コマンド 属性

蛇形退歩 ←← －

蛇形退伸撃 蛇形退歩中に P 中

蛇形滑地襲 蛇形退歩中に K 下

蛇形退歩～前方転進 蛇形退歩中に ↘ －

蛇形連歩 蛇形歩と逆方向+P+K －

蛇形歩槍刺尾 P 中

蛇形歩双突 PP 中中

蛇襲連槍脚 PK 中上

蛇襲連槍撃双 PKP 中上中

蛇襲連撃擦插手 PK↓P 中上下

毒蛇打喉 →P 中

双蛇打喉 →PP 中中

岩砕牙 ←P 中

躍歩双飛 K 中

前掃腿 ↓K 下

毒蛇螺旋脚 ↓KK 下上

前掃躍歩双飛 ↓K→K 下中

連掃腿 ⇓KK 下下

毒蛇昂頭 P+K 上

毒蛇分掌 →P+K 中

毒蛇陣風 H+K 上

後旋腿～蛇形歩 中-

双蛇天衝 中



■背後技
技名 コマンド 属性

背勢蛇形手 P 上

毒蛇穿掌 ←P 中

毒蛇連穿掌 ←PP 中中

坐盤擦蛇形手 ↓P 下

背勢毒蛇問路 ↓PP 下中

背勢蛇連襲 ↓PPP 下中中

背勢蛇連毒襲 ↓PPPP
下中中(中中中

中)
背勢蛇牙突 ↓PPPP 最大タメ時 下中中中

↓PPPP タメ中 ↑
↓PPPP タメ中 ↓

背勢旋風脚 K 上

後蹴腿 ←K 中

後掃腿 ↓K 下

毒蛇伸腰 P+K 中

双蛇追襲 P+KP (中上）

双地脚 H+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

毒蛇絡咬 T 上段正面

毒蛇侵蝕 →T 上段正面

回首撃襲 壁際で →T 壁

毒蛇旋落 →→T 上段正面

毒蛇三咬 壁際で →→T 壁

絞手旋転 ←T 上段正面

飛首座前旋 →↘↓↙←T 上段正面

三蛇背襲 敵背後時 T 上段背後

連頂膝 敵しゃがみ時 ↓T 下段正面

膝顔飛蹴 敵しゃがみ時 ↙T 下段正面

絞手連穿撃 敵しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

前転身から T 上段正面

敵背後時 前転身から T 上段背後

↓H+KT 上段正面

敵背後時 ↓H+KT 上段背後

PP↓KT 上段正面

敵背後時 PP↓KT 上段背後

蛇形退歩中に T 上段正面

敵背後時 蛇形退歩中に T 上段背後

牙突・毒蛇尋落 牙突中に T 派生

■ホールド
技名 コマンド 属性

虎襲倒 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

翻身纏腿落 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

衝天翻架脚 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

龍墜連脚 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

毒蛇天揚 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

投旋天揚 天井 のある所で 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

毒蛇顎咬 敵下段Kに対し ↙H 下段Ｋ

天仰落腿 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

壁落天上 壁際で 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

水車落蹴撃 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

壁落天下 壁際で 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

背勢蛇牙突～蛇形歩 下中中-

毒蛇取腿



■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

擦地蹴 ↓K -

騰空蛇穿手 ↑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

前空中蛇形手 柵乗り越え中に P 中

前空中側踢 柵乗り越え中に K 中

前空毒蛇打喉 柵乗り越え着地際 P 中

前空前掃腿 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

蛇形歩奥 ↑P+K -

蛇形歩前 ↓P+K -

前転身 ↘P+K -

アピール「さよなら」 APL -

アピール「こっちへおいで」 → or ←APL -

絞手旋転 上段正面投げ


