
エレナ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：劈掛拳

■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(上上中)

フェイタルラッシュ3 SSS 上(上上中)(上上中中)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上(上上中)(上上中中)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

穿掌 P 上

穿掌単劈手 PP 上中

連環架推掌 PPP 上中中

単劈敗勢 PP← 上中－

劈ろう手 PP←P 上中中

劈ろう架推掌 PP←PP 上中中中

飛虎・連掌掃手 PP←P↓P 上中中下

連環後旋腿 PPK 上中上

飛虎・掌後蹴腿 PP←K 上中中

単劈穿脚 PP↓K 上中下

穿掌廻脚 PK 上上

穿掌連廻脚 PKK 上上中

穿掌烈廻脚 PKKK 上上中上

提膝架衝拳 →P 中

連環横かん掌 →PP 中上

横かん敗勢 →PP← 中上-

連環下切掌 →PPP 中上中

独立下劈 →P←P 中中

上歩しょう拳 ←P 中

転身かん掌 ←PP 中上

転身架推掌 ←PPP 中上中

連掌盤膝虎 ←PPK 中上中

連掌盤膝穿脚 ←PPKK 中上中下

連掌抄手起脚 ←PP↑K 中上上

太淑盤掌 ←P↓P 中（中中中）

提膝上擺掌 ↑P 上

青龍出水 ↑PP (上上上)

青龍出水敗勢 ↑PP← (上上上)-

青龍入水 ↑PP↓P (上上上)下

迎面掌 ↗P 上中

起脚 ↗PK 上中

迎面一腿加戳掌 ↗PKP 上中上

弓歩撩陰掌 ↖P 中

撩陰掃腿 ↖PK 中下

撩陰後蹴腿 ↖PKK 中下中

下勢勾拳 ↓P 下

単劈手 ↘P 中

単劈敗勢 ↘P← 中－

劈ろう手 ↘P←P 中中

劈ろう架推掌 ↘P←PP 中中中

飛虎・連掌掃手 ↘P←P↓P 中中下

単劈架推掌 ↘PP 中中

単劈後旋腿 ↘PK 中上

飛虎・掌後蹴腿 ↘P←K 中中

単劈穿脚 ↘P↓K 中下

下勢按掌 ⇘P 中

挿歩挑拳 ↙P 下



挿歩挑連 ↙PP 下下

挿歩挑連掃脚 ↙PPK 下下下

架推掌 →→P 中

後横 ←←P 上

抱打 ←←PP 上上

叉歩双劈掌 ←←PPP 上上中

連環歩挑拳 ←←PP↓P 上上下

連環歩挑下双拳 ←←PP↓PP 上上下下

連環歩挑下双穿脚 ←←PP↓PPK 上上下下下

横かん掌 ←→P 上

横かん敗勢 ←→P← 上-

下切掌 ←→PP 上中

弓歩双掌打 ↓↘→P 中

前劈 ↓↙←P 中

前劈双劈掌 ↓↙←PP (中中)

前劈撩陰掌 ↓↙←P←P (中中中)

前劈撩陰・烏龍盤打 ↓↙←P←PP (中中中)(中中中)

前劈後掃腿 ↓↙←PK (中下)

～仆歩 ↓↙←PK↓ -

高廻脚 K 上

連廻脚 KK 上中

烈廻脚 KKK 上中上

震脚独立上しょう掌 →K 中

震脚撩陰掌 →KP 中中

震脚加穿脚 →KK 中下

外擺腿 ←K 上

里合腿 ←KK 上中

抄手起脚 ↑K 上

二起脚 ↗K (中中)

騰空外擺蓮 ↖K 中

掃腿 ↓K 下

旋転後蹴腿 ↓KK 下中

廻脚 ↘K 中

連高廻脚 ↘KK 中上

連高三連廻脚 ↘KKK 中上中

旋転脚 ↙K 下

～仆歩 ↙K↓ -

↙KP タメ可
↙KP 最大タメ時

下掃旋腿 ↙KK 下下

騰空下挿脚 →→K 下

～仆歩 →→K↓ -

抱拳掖打 →→KP 下下

→→KPP タメ可
→→KPP 最大タメ時

双掌 P+K 中

双劈掌 P+KP 中中

打開 →P+K 中

加開門砲 →P+KP 中

圧打 ↓↙←P+K 中

烏龍盤打 ↓↘→P+K (中中中)

燕舞脚 H+K 上

～仆歩 H+K↓ -

飛連脚 →→H+K 上

仆歩穿脚 ↓H+K 下

旋転双撞 下中

抱拳双撞 下下中



■背後技
技名 コマンド 属性

転身穿掌 P 上

順歩挿掌 PP (上上)

連環横かん掌 PPP (上上)上

連環下切掌 PPPP (上上)上中

背燕舞脚 PPK (上上)上

～仆歩 PPK↓ (上上)上

連環上歩しょう拳 PP←P (上上)中

連環転身かん掌 PP←PP (上上)中上

連環転身架推掌 PP←PPP (上上)中上中

連環太淑抱虎 PP←PPK (上上)中上中

連環太淑穿脚 PP←PPKK (上上)中上中下

連掌抄手起脚 PP←PP↑K (上上)中上上

連環背龍盤打 PP←P↓P (上上)中（中中中）

敗勢連環截撃 PP↓P (上上)下

飛虎・背掌後蹴腿 PP←K (上上)中

転身撞掌 →P 中

滾劈 ←P 中

背身かん掌 ←PP 中中

連環跳歩烏龍盤打 ←PPP 中中(中中中)

鳳連挑下掌 ←PP↓P 中中下

鳳連挑下双掌 ←PP↓PP 中中下下

鳳連挑下双掌脚 ←PP↓PPK 中中下下下

鳳連掌後蹴腿 ←PPK 中中中

後旋斧踵 ←PK 中中

転身躍歩劈手 ↖P 中

転身圏打 ↓P 下

後旋肘撃 ↙P 下

後旋腿 K 上

後蹴腿 ←K 中

回身震脚 →K 中

回身震脚撩陰掌 →KP 中中

回身震脚加穿脚 →KK 中下

後掃腿 →→K 下

～仆歩 →→K↓ -

転身穿脚 ↓K 下

青龍掛掌 P+K 中

敗勢上切掌 ←P+K 上

跳歩烏龍盤打 →P+K (中中中)

■仆歩中
技名 コマンド 属性

半馬歩穿掌 P 上

半馬歩連掌 PP (上上)

半馬歩連環掌 PPP (上上)中

穿掌二起脚 PPK (上上)中中

穿掌後掃腿 PP↓K (上上)下

撩陰拳 →P 中

撩陰連拳 →PP 中中

胸打衝拳 →PPP 中中中

連拳起脚 →PPK 中中上

掏打撩陰掌 →P←P (中中中)

掏打撩陰・烏龍盤打 →P←PP (中中中)(中中中)

下勢架推掌 →→P 中

敗勢掛掌 ←P 中

敗勢震脚 ←PK 中中

敗勢震脚撩陰掌 ←PKP 中中中

敗勢震脚加穿脚 ←PKK 中中下

下勢とう脚 K 上

盤肘抱虎 →K 中

盤肘穿脚 →KK 中下

前掃腿 ↓K 下

～仆歩 ↓K↓ -



敗勢亮按 P+K 中

通背掌 →P+K 中

←P+K タメ可
←P+K 最大タメ時

下勢旋横打 ↑P+K (↓P+K) 中

提膝亮掌 ↘P+K 中

下勢起脚 H+K 上

仆歩～低膝 仆歩中に ↓↓ -

叉歩衝拳 低膝P 中

挑打下攔 低膝PP 中中

閃跳歩掛臂 低膝P←P 中(中中中)

双托掌 低膝P+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

一、二、三掌 T 上段正面

しょう変戳掌撃臉 →T 上段正面

衝天掌 壁際で→T 壁

搖頭擺尾 →→T 上段正面

穿劈 ←T 上段正面

転腰龍尾脚 壁際で←T 壁

鷂子入林圧打掌 ↓↙←T 上段正面

劈掛母旋投 敵に背を向けT 上段正面

通天掌 仆歩中にT または 低膝中にT 上段正面

敵背後時T
敵背後時仆歩中にT

雙剪 敵しゃがみ時↓T 下段正面

鷂子入林架推掌 雙剪中にT 派生

風巻舞 敵しゃがみ時↙T 下段正面

前劈加横 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

後旋断臂 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

迎面龍撃靠 壁際で 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

風環ろう 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

転身盤又 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

以膝頂膝 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

劈山 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

こらん 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

転身拿腕 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

踵摑背床 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

後鞭踵 ↓K -

ろう歩下栽拳 ↑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

青龍起翔脚 うつ伏せ敵頭H+K 上

順歩衝掌 中

転舞劈掌 上段背後



■乗り越え技
技名 コマンド 属性

飛虎・越翔掌 柵乗り越え中にP 中

飛虎・越翔脚 柵乗り越え中にK 中

旋空架推掌 柵越え着地際P 中

旋空旋転脚 柵越え着地際K 下

～仆歩 柵越え着地際K↓ -

柵乗り越え中にT
柵越え着地際T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

↓P+K -

↙P+K -

仆歩～前進 仆歩中に → -

仆歩～後退 仆歩中に ← -

仆歩～前ダッシュ 仆歩中に →→ -

仆歩～後ダッシュ 仆歩中に ←← -

仆歩～立ち 仆歩中に ↑ -

仆歩～背向け 仆歩中に ↖ -

仆歩～低膝 仆歩中に ↓↓ -

背向けダッシュ 敵に背を向け →→ -

アピール：蕩肩仆歩 APL -

アピール：「この程度？」 →APL -

アピール：「あらやだ」 ←APL -

アピール：「軽率ですわね」 ↓APL -

しょう変戳掌撃臉 上段正面投げ

仆歩


