
エリオット技表 Ver.1.06（AC版）

流派：形意拳＋心意六合拳見習い

■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

鑽拳 P 上

鷂子鑽天 PP (上上)

崩拳 PPP (上上)中

跟歩崩拳 PP←→P※→とPを同時押し (上上)中

蛇形 PP↓P (上上)下

旋風腿 PPK (上上)上

上鑽下栽拳 P←P 上中

鷹鷂回頭 P←PP 上中上

劈拳 →P※鷂子鑽天(P)につながる 中

劈拳～熊出洞 →P← -

順歩炮拳 →→P※横拳(↗P)につながる 中

拗歩崩拳 →→P→P 中中

拗跟崩拳 →→P←→P※→とPを同時押し 中中

抖掌 ←P 中

転身横拳 ←PP※劈拳(→P)につながる 中上

後旋腿 ←PK 中中

抖掌燕子 ←P↓K 中下

半歩崩拳 ←→P 中

龍形起式 ↑P 上

龍形起式～熊出洞 ↑P← -

横拳 ↗P※劈拳(→P)につながる 上

横拳～熊出洞 ↗P← -

寸掌 ↖P 上

歇歩下崩拳 ↓P 下

撩陰掌 ↘P 中

撩陰掌・劈拳 ↘PP※横拳(↗P)につながる 中中

撩陰燕形腿 ↘PK 中下

撩陰掌・燕子抄水 ↘PKP 中下中

挑領 ⇘P 中

挑領～熊出洞 ↘P← -

鷹翔 ↘↘P （上+中）

鷹捉 ↘↘P↓P （上+中）中

金鶏食米 ↙P 下

金鶏抖翔 ↙PP 下中

金鶏転身横拳 ↙PPP※劈拳(→P)につながる 下中上

金鶏後旋腿 ↙PPK 下中中

金鶏燕子 ↙PP↓K 下中下

金鶏燕子～熊出洞 ↙P← -

熊形 ↓↘→P 上

たい形 ↓↙←P※上段さばき打撃 中

とう腿 K 上

伏身探掌 K↓P 上下

外擺腿 KK 上上

燕子鑽天 →K 中



燕子鑽旋脚 →KK 中上

燕子鑽天・燕形腿 →K↓K 中下

燕子鑽天・燕腿掌 →K↓KP 中下中

躍歩側弾腿 →→K 中

側腿 ←K 中

側蹴腿 ↑K 中

たん脚 ↗K 上

連環腿 ↗KK (上上)

山西宋蹴 ↖K 中

斧刃脚 ↓K 下

とう脚 ↘K 中

とう脚・鷹捉 ↘KP 中中

七寸腿 ↙K 下

騰空後とう腿 ↓↘→K 上

白鶴亮翅 P+K 中

跳歩炮拳 P+KP※横拳(↗P)につながる 中中

跳歩崩拳 P+KP→P 中中中

跳歩崩拳～熊出洞 P+K← -

跳跟崩拳 P+KP←→P※→とPを同時押し 中中中

跳跟崩拳～熊出洞 P+KP←→P※→とPを同時押し← -

連環壁掌 P+KPP+K 中中中

連環龍起式 P+KPP+KP 中中中上

連環青龍腿 P+KPP+KPK 中中中上上

連環伏身探掌 P+KPP+KPK↓P 中中中上上下

連環青龍落地 P+KPP+KPKP 中中中上上中

連環崩拳 P+KPP+KPKPP 中中中上上中中

連環二崩 P+KPP+KPKPPP 中中中上上中中中

連環龍虎腿 P+KPP+KPKPPPP+K 中中中上上中中中中

五行連環拳 P+KPP+KPKPPPP+KP 中中中上上中中中中中

五行連環跟歩崩拳 P+KPP+KPKPPPP+K←→P 中中中上上中中中中中

白鶴蛇形 P+K↓P 中下

虎撲 →P+K 中

熊出洞 ←P+K -

順歩捶 熊出洞～P 上

連捶 熊出洞～PP 上上

連捶単把 熊出洞～PPP 中

盤肘 熊出洞～→P 中

盤肘・丹鳳朝陽 熊出洞～→PP 中中

盤肘・丹鳳朝陽・虎蹲山 熊出洞～→PPP 中中中

盤鳳鷂形 熊出洞～→PPP+K 中中中

丹鳳朝陽 熊出洞～↘P 中

丹鳳朝陽・虎蹲山 熊出洞～↙→P 中

高弾腿 熊出洞～K 上

斧刃脚 熊出洞～↓K 下

側踹脚 熊出洞～→K 中

半旋風 熊出洞～↑K 上

挑領 熊出洞～P+K 中

双飛脚 熊出洞～H+K 中

躍歩崩拳 ←→P+K 中

龍虎相斗 ↓P+K （上+中）

黒虎入洞 ↓P+KP （上+中）中

金鶏報暁 ↓P+KP+K （上+中）上

黒虎出洞 ↓P+K←→P※→とPを同時押し (上+中)中

燕子撩陰掌 ↘P+K 中

歇歩馬形 ↙P+K 中

双分掌 ↙P+KP 中中

歇歩側腿 ↙P+KK 中中

旋風脚 H+K 上

双弓旋風脚 →H+K （中中）

←H+Kタメ可
←H+K最大タメ時

蓄勁旋風脚 上



燕形腿 ↓H+K 下

燕子抄水 ↓H+KP 下中

■背後技
技名 コマンド 属性

鷂子翻身 P 上

(鷂子鑽天) PP 上中

(崩拳) PPP 上中上

(蛇形) PP↓P 上上下

(跟歩崩拳) PP←→P※→とPを同時押し 上上中

(旋風腿) PPK 上上上

金鶏縮翅 ←P 中

金鶏挑領 ←PP 中中

鷂子回身 ↓P 下

転身蹴腿 K 上

虎尾脚 ←K 中

背勢燕子 ↓K 下

跳歩入林 P+K※横拳(↗P)につながる 中

(拗歩崩拳) P+K→P 中中

(拗跟崩拳) P+K←→P※→とPを同時押し 中中

連環壁掌 P+KP+K 中中

連環龍起式 P+KP+KP 中中上

連環青龍腿 P+KP+KPK 中中上上

連環伏身探掌 P+KP+KPK↓P 中中中上上下

連環青龍落地 P+KP+KPKP 中中上上中

連環崩拳 P+KP+KPKPP 中中上上中中

連環二崩 P+KP+KPKPPP 中中上上中中中

連環龍虎腿 P+KP+KPKPPPP+K 中中上上中中中中

五行連環拳 P+KP+KPKPPPP+KP 中中上上中中中中中

五行連環跟歩崩拳 P+KP+KPKPPPP+K←→P 中中中上上中中中中中

■投げ技
技名 コマンド 属性

龍形掌 T 上段正面

上架推掌 →T 上段正面

双とう掌 上架推掌中にT 派生

燕形背投射 ←T 上段正面

燕子頂襠捶 壁際で←T 壁

風擺荷叶 →→T 上段正面

猛虎崩山 壁際で→→T 壁

だ形雲深掌 ↓↘→T 上段正面

猿猴爬竿 ↓↙←T 上段正面

猿猴掛脚 敵背後時T 上段背後

狸猫上樹 敵しゃがみ時↓T 下段正面

鷹形 敵しゃがみ時↙T 下段正面

背向鷹形 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

雲閉日月把 熊出洞T 上段正面

雲閉天月衝 天井のあるところで熊出洞T 上段正面

側陣靠 背を向けた相手に熊出洞T 上段背後

中空落捕 空中にいる相手にT 空中

■ホールド
技名 コマンド 属性

六合燕形 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

たい形両掌 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

玉回歩 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

熊持靠 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

蛇形摑打 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

蛇形掌打 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

だ形投旋 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

鶏形投旋 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

万捌髪 敵中段Ｐに対し熊出洞↘H 中段P



掴足掌打 敵中段Ｋに対し熊出洞↘H 中段K

敵上段Ｐに対し↗H 上段P

敵上段Ｋに対し↗H 上段K

敵中段Ｐに対し↘H 中段P

敵中段Ｋに対し↘H 中段K

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

沈勁 ↓P -

龍形落式 ↑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

虎鷹心意起把 仰向け敵足P+K 中

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

尚雲翔拳 柵乗り越え中にP 中

尚雲翔脚 柵乗り越え中にK 中

飛躍炮拳 柵乗り越え着地際P 中

拗歩崩拳 柵乗り越え着地際P→P 中中

飛躍燕形腿 柵乗り越え着地際K 下

燕子抄水 柵乗り越え着地際KP 下中

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「時間の無駄だね」 APL -

アピール：「お願いします」 →APL -

アピール：郭家站椿 ←APL -

アピール：「早くやられちゃってよ」 ↓APL -

アピール：盤落地 熊出洞中にAPL -

固有ホールド

獅呑手

燕形背投射 上段正面投げ


