
ディエゴ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：ストリートファイト

■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

ジャブ P 上

ワンツー PP （上上）

ワンツー・アッパーカット PPP （上上）中

ディエゴラッシュ PPPP （上上）中中

ディエゴラッシュ PPPP(最大タメ) （上上）中中

ジャブ・ボディ P→P 上中

ジャブ・ボディ・フック P→PP 上中上

ジャブ・バックフィスト P←P 上上

ジャブ・ダブルバックフィスト P←PP 上上上

ラッシュ・ラウンダーキック P←PK 上上中

ワンツー・ラウンダーキック PPK （上上）中

ジャブ・ミドルキック PK 上中

ボディブロー →P 中

ダブルボディブロー →PP 中中

ランブルラッシュ →PPP 中中上

ランブルドアバスター →PPK 中中中

ボディ・ニー →PK 中中

→→P 中

走り中P 中

スピニングバックフィスト ←P 上

ダブルバックフィスト ←PP 上上

スピニングラウンダーキック ←PK 上中

オーバーヘッドフィスト ↑P 中

ビクトリーアッパー ↗P 上

グランドスラム ↗PP 上中

エルボーフック ↖P 上

ストリートヘッドバット ↖PP 上中

ショートアッパー ↘P 中

T-コンボ ↘PP 中上

ローパンチ ↓P 下

スウィープフィスト ↙P 下

スウィープ・チャージ ↙PP 下中

トルネードエルボー ↓↙←P 中

↓↘→P
↓↘→P(最大タメ)

ラウンドハウス K 上

ラウンドワイルドアッパー KP 上中

ダブルキック KK 上上

ニーキック →K 中

→→K
走り中K

ショルダーチャージ

ディエゴパンチ 中

ドアバスター 中



バックキック ←K 中

ワイルドストンプ ↖K 中

ジャンピングニー ↗K 中

ラチェットキック ↑K 上

ミドルキック ↘K 中

ローキック ↓K 下

ニーブレイカー ↙K 下

ストーンヘッドバット P+K 中

ソーラープレクサス →P+K 中

ヘヴィアッパーカット ↘P+K 中

ラウンダーキック H+K 中

ロースピンキック ↓H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

ターンジャブ P 上

←P
←P(最大タメ)

ターンスウィープパンチ ↓P 下

ターンラウンドハウス K 上

ターンニー ←K 中

ターンロースピンキック ↓K 下

フルスイング P+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

ストンピンググラウンド T 上段正面

トゥ・ザ・ウォール 壁際で T 上段正面

ジャンクヘッド →T 上段正面

ウォッチアウト 壁際で →T 上段正面

チョコレートクラッシュ ←T 上段正面

ウォールグラフィティ 壁際で ←T 上段正面

ヘヴィリフティング →→T 上段正面

ペストコントロール 壁際で →→T 上段正面

ピースオブケイク ←↙↓↘→T 上段正面

キング・オブ・ストリート 壁際で ←↙↓↘→T 上段正面

トラッシュデイ 敵背後時 T 上段背後

ストリートダイビング 敵背後時　→T 上段背後

アームストロング 敵しゃがみ時 ↓T 下段正面

ブリーバスター 敵しゃがみ時 ↙T 下段正面

フィールドゴール 敵しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

ヘッドオン ↖PP or P+K ヒット時 T 打撃投げ

ヘッドバック ↖PP or P+K ヒット時 ←T 打撃投げ

空中の相手に T
壁際で浮かせた敵に T

■ホールド
技名 コマンド 属性

アヘッドオブザゲーム 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

ジャックアップ 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

カウンターエルボー 敵中段Pに対し ←H 中段Ｐ

ジャスティスハンマー 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

クロージャー 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

シャットアウト 敵下段Kに対し ↙H 下段Ｋ

ワンウェイチケット 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

ペンジュラム 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

ノット・マイ・プロブレム 空中投げ

ターンディエゴパンチ 中



■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

サッカーキック ↓K -

アースクラッシャー ↑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

エアリアルフィスト 柵乗り越え中に P 中

エアリアルストンプ 柵乗り越え中に K 中

ショルダーチャージ 柵乗り越え着地際  P 中

ロースピンキック 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：「こんなもんか？」 APL -

ジャンクヘッド 上段正面投げ


