
リュウ・ハヤブサ 技表 Ver.1.06（AC版）

流派：隼流忍術

■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
隠形印中に S S 上
フェイタルラッシュ2 SS 上(中中)
フェイタルラッシュ3 SSS 上(中中)中
フェイタルラッシュ4 SSSS 上(中中)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

上段正拳突き P 上
(背撃裏拳) 敵に背を向けて P 上
連弾 PP (上上)
連撃弾 PPP (上上)中
連・邪鬼払い PPPP (上上)中中
浄魔蹴り PPPK (上上)中上
浄魔連形印 PPPK⇐ (上上)中上－
連弾突肘 PP→P (上上)上
連弾突肘～隠形印 PP→P⇐ (上上)上－
空旋斬刀 PP←P (上上)中
連弾撃砕掌 PP←PP (上上)中上
空旋斬撃 PP←P→P (上上)中中
連・闇払い PP←P↓P (上上)中下

連・斬魔雷鳴襲 PP←PK
(上上)中(中

中)
連・鬼哭蹴 PPK (上上)上
連・鬼哭雷鳴脚 PPKK (上上)(上上)

連・鬼哭雷鳴爪 PPKKP
(上上)(上上

中)

連・鬼哭神啼脚 PPKKK
(上上)(上上

上)
連・鬼神狩旋脚 PP↓K (上上)下

PP↓KP タメ可
PP↓KP 最大タメ時

連・鬼神隠形印 PP↓K⇐ (上上)下－
正拳・上段蹴り PK 上上
波濤蹴り PKK 上上上
霙打ち →P 中
悪鬼払い →PP 中中
蒼龍蹴り →PK 中上
蒼龍連形印 →PK⇐ 中上－
雷震撃 →→P 中
霹靂掌 →→→P 中
空旋刀 ←P 中
撃砕掌 ←PP 中上
空震撃 ←P→P 中中
闇払い ←P↓P 中下

(上上)下中連・鬼神大鳳打



破妖雷鳴襲 ←PK 中(中中)
乱豹爪 ←←P (中中)
天突 ↑P 上
祓薙刀 ↓P 下
昇旋刀 ↘P 中
村雨刀 ↘PP 中上
真槍突き ↘PPP 中(上中)
柄砕き ↘↘P 中
昇龍旋空脚 ↘↘PK 中上
備前一文字 ↘↘P↓K 中下
真行草隠形印 ↘↘P⇐ 中－
地旋刀 ↙P 下
地旋脚 ↙P↓K 下下
臥竜閃 ↓↘→P 中
神鷹跳斬 ↓↙←P 中
上段廻し蹴り K 上
邪鬼払い KP 上中
弾車 KK 上上
破邪膝蹴り →K 中
破邪飛龍斬 →KP 中中
破邪連翔 →KK (中上)
千歳飛膝 →→K 中
鬼菱 ←K 上
破幻昇脚 ↑K 上
破幻降龍脚 ↑KK 上中
日輪脚 ↗K 中
天輪脚 ↖K 中
下段廻し蹴り ↓K 下
足刀蹴り ↘K 中
破妖薙ぎ蹴り ↘KK 中中
裏地掃脚 ↘K↓K 中下
地滑り ↘↘K 下
裏影狩旋脚 ↙K 下

↙KP タメ可
↙KP 最大タメ時

裏影隠形印 ↙K⇐ 下－
昇竜脚 しゃがみから ←K 中
昇竜天打 しゃがみから ←KP 中中
昇竜脚～裏風 しゃがみから←K↗P 中-
昇竜天砲脚 しゃがみから ←KK 中中
地龍爪 P+K 中
地龍爪～隠形印 P+K⇐ 中－
天魔鳴動破 →P+K 上
天魔隠形印 →P+K⇐ 上－

←P+K タメ可
←P+K 最大タメ時

裂空砲 ↘P+K 中
裂空落震牙 ↘P+KK 中中
～不動空蝉(背) ↘P+Kヒット時P+K 中-
翔鶴掌 ↓↘→P+K 中
翔鶴翔打 ↓↘→P+KP (中上)
翔鶴連翔打 ↓↘→P+KPP (中上上)
翔鶴連翔斬 ↓↘→P+KPPK (中上上中)
瑞鶴連翔斬 ↓↘→P+KPK (中上中)
瑞鶴翔斬 ↓↘→P+KK (中中)
鬼哭蹴 H+K 上

中

下中裏影大鳳打

我王掌



鬼哭雷鳴脚 H+KK (上上)
鬼哭雷鳴爪 H+KKP (上上中)
鬼哭神啼脚 H+KKK (上上上)
隼鷹蹴 ←H+K 中
隼鷹蹴～裏風 ←H+K↗P 中-
地掃脚 ↓H+K 下
斬魔雷鳴襲 ↘H+K (中中)
群狼萬獄脚 立ち途中にH+K (中中中中)
風裂 壁際で風門中に P 中

■背後技
技名 コマンド 属性

背撃裏拳 P 上
背撃中段手刀 ←P 中
背撃下段手刀 ↓P 下
背撃上段蹴り K 上
背撃中段蹴り ←K 中
落震牙 ↑K 中
背撃下段蹴り ↓K 下
背撃蒼空斬刀 P+K 上
背撃蒼空連刀 P+KP 上中

P+KPP タメ可
P+KPP 最大タメ時

■隠形印からの技
技名 コマンド 属性

不動空蝉(背) →→ －
不動空蝉(奥) ↑↑ －
不動空蝉(手前) ↓↓ －
蒼空斬刀 P 上
蒼空連刀 PP 上中

PPP タメ可 上中中
PPP 最大タメ時 上中中

不動突肘 →P 上
不動隠形印 →P⇐ 上－
不動雲龍斬 ↑P 中
不動龍牙膝 K 上
不動信濃梓 →K 中
不動龍驤脚 ↑K 中
不動狩旋脚 ↓K ※裏影狩旋脚(↙K)と同じ派生を持つ 下
不動翔鶴掌 P+K 中
翔鶴翔打 P+KP (中上)
翔鶴連翔打 P+KPP (中上上)
翔鶴連翔斬 P+KPPK (中上上中)
瑞鶴連翔斬 P+KPK (中上中)
瑞鶴翔斬 P+KK (中中)
不動加賀繍 →P+K 中
業火疾風 ↓P+K (上上上上)
業火怒涛 ↓P+KP (上上上上)上
不動裂空砲 ↘P+K 中
裂空落震牙 ↘P+KK 中中
～不動空蝉(背) ↘P+Kヒット時P+K 中-

■投げ技
技名 コマンド 属性

十字絡み T 上段正面

上中中背撃蒼空我王掌

蒼空我王掌



滅却・双龍 →T 上段正面
隼蹴り →→T 上段正面
山嵐 ←T 上段正面
幻影 ←→T 上段正面

↑T 上段正面OH
敵背後時 ↑T 上段背後OH
壁際で ↑T
壁際で 風門壁ヒット時 T
壁際で 敵背後時 ↑T
壁際で敵背後時  風門壁ヒット時 T
壁際で隠形印中に ↑T 上段正面OH
壁際で敵背後時 隠形印中に ↑T 上段背後OH

落雷衝 ↓↙←T 上段正面
昇雷掌 ←↙↓↘→T 上段正面
背昇雷掌 敵背後時 ←↙↓↘→T 上段背後
鎌鼬 昇雷掌中に ↓↘→↗↑T 派生
飯綱落とし 鎌鼬中に 一回転T 派生
昇 雷天掌 天井のある所で ←↙↓↘→T 上段正面
背 昇雷天掌 天井のある所で 敵背後時 ←↙↓↘→T 上段背後
烈 震飯綱 昇雷天掌中に ↓↘→↗↑T 派生
烈 空飯綱 昇雷天掌中に　前方に壁で ↓↘→↗↑T 派生
裏投げ 敵背後時 T 上段背後
神立落とし 敵背後時　←or→T 上段背後
微塵背落 壁際で　敵背後時 ←or→T 上段背後
神立天落 天井のある所で　敵背後時 ←or→T 上段背後
落龍衝 敵背後時 ↓↙←T 上段背後
跳ね絡操 敵しゃがみ時 ↓T 下段正面
斬首閃 敵しゃがみ時 ↙T 下段正面
滝壺渡り 敵しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

敵しゃがみ時 ↘↘T 下段正面
敵しゃがみ背後時 ↘↘T 下段正面

妖光鎌鼬 昇雷脚中に ↓↘→↗↑T 派生
妖光飯綱 妖光鎌鼬中に 一回転T 派生
昇雷天脚 天井のある所で ↘↘T 上段正面
烈 震飯綱 昇雷天脚中に ↓↘→↗↑T 派生
烈 空飯綱 昇雷天脚中に 前方に壁で ↓↘→↗↑T 派生

隠形印中に ↑T 上段正面OH
敵背後時 隠形印中に ↑T 上段背後OH
風門壁ヒット時 T 上段正面
敵背後時 風門壁ヒット時 T 上段背後
しゃがみから ←T 上段正面OH
敵背後時 しゃがみから ←T 上段背後OH

祥鳳飯綱 翔鶴連翔打ヒット時に 一回転T 派生

瑞鳳飯綱
天井のある所で
翔鶴連翔打ヒット時一回転T

派生

龍鳳飯綱
天井のある所で　前方に壁で
翔鶴連翔打ヒット時 一回転T

派生

蛟龍咆 敵空中時 T 空中投げ
雷槌・蛟龍咆 敵空中時 ←↙↓↘→T 空中投げ
滅却・地龍 隠形印中に T 上段正面
滅却・昇龍 滅却・地龍中に ←↙↓↘→T 派生
滅却・旋龍 滅却・昇龍中に 一回転T 派生
旋龍咆 敵空中時 隠形印中に T 空中投げ
雷槌・旋龍咆 敵空中時 隠形印中に ←↙↓↘→T 空中投げ

不動烈空飯綱
天井のある場所で敵空中時
隠形印中に ←↙↓↘→T

空中投げ

首切り投げ

兜狩り

鐘楼打ち

上段正面OH

上段背後OH

昇雷脚

不動斬首

摺付け斬首



■ホールド
技名 コマンド 属性

滅却・降龍 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ
影灯籠 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ
四方投げ 敵中段Pに対し ←H 中段Ｐ
大蛇刈り 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ
滅却・龍爪 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ
弧剣斬り 敵下段Kに対し ↙H 下段Ｋ
牙砕 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ
背天落 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ

昇雷弾 敵上段Ｐに対し →↖H 上段Ｐ
閃光鎌鼬 昇雷弾中に ↓↙←↖↑H 派生
閃光飯綱 閃光鎌鼬中に 一回転H 派生
昇 雷天弾 天井のある所で　敵上段Ｐに対し →↖H 上段Ｐ
烈 震飯綱 昇雷天弾中に ↓↙←↖↑H 派生
烈 空飯綱 昇雷天弾中に 後方に壁で ↓↙←↖↑H 派生
昇雷門 敵中段Pに対し →←H 中段Ｐ
裂光鎌鼬 昇雷門中に ↓↙←↖↑H 派生
裂光飯綱 裂光鎌鼬中に 一回転H 派生
昇 雷天門 天井のある所で 敵中段Ｐに対し →←H 中段Ｐ
烈 震飯綱 昇雷天門中に ↓↙←↖↑H 派生
烈 空飯綱 昇雷天門中に 後方に壁で ↓↙←↖↑H 派生
昇雷脚 敵下段Ｐに対し →↙H 下段Ｐ
妖光鎌鼬 昇雷脚中に ↓↙←↖↑H 派生
妖光飯綱 妖光鎌鼬中に 一回転H 派生
昇 雷天脚 天井のある所で 敵下段Ｐに対し →↙H 下段Ｐ
烈 震飯綱 昇雷天脚中に ↓↙←↖↑H 派生
烈 空飯綱 昇雷天脚中に 前方に壁で ↓↙←↖↑H 派生
滅却・嵐龍 敵中段Kに対し ←→H 中段K

不動解呪 隠形印中に H 上中段

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

虎牙双弾 ↓P -
奈落突き ↑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
大鷹起上頭突 仰向け敵頭 P+K 中
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
海鷹起上頭突 うつ伏せ敵頭 P+K 中

■特殊行動
技名 コマンド 属性

裏風 ↗P -
風門 ↖P -

エキスパートホールド

固有ホールド



飛鳥返し 壁際で風門中に K -
隠形印 ↓P+K -
（後退）隠形印 ↓↙←P+K -
裂空空蝉 ↘P+Kor隠形印中↓P+K (ヒット時) P+K -
アピール：「邪魔立て無用」 APL -
アピール：礼 →APL -
アピール：隠形印 ”忍” ←APL -


