
ヒトミ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：空手

■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

順突き P 上

連突き PP (上上)

PPPタメ可
PPP最大タメ時

連鉤手 PP→P (上上)上

連牽牛 PP→PP (上上)上中

連溜揚突き PP→PPP (上上)上中中

連突き飛び後ろ蹴り PP→PK (上上)上上

東雲 PP→P↓K (上上)上下

連突き・中段廻し蹴り PP→K (上上)中

廻し二段蹴り PP→KK (上上)(中上)

屍山血河 PP→KKK (上上)(中上)上

連手刀腎 PP←P (上上)中

連手中段突き PP←PP (上上)中中

PP←PPPタメ可
PP←PPP最大タメ時

連手上段後ろ回し蹴り PP←PPK (上上)中中上

連突き・払い蹴り PPK (上上)上

連突き・下ろし蹴り PP↓K (上上)下

朱雀 PP↓KK (上上)下上

竜尾 PP⇓KK (上上)下下

葉陰 P→P (上上)

葉陰・背刀 P→PP (上上)上

葉陰・廻し肘 P→PP+K (上上)中

P→PP+KPタメ可
P→PP+KP最大タメ時

葉陰・暁闇 P→PP+KK (上上)中下

突き・廻し蹴り PK 上上

突き・連蹴り PKK 上上上

突き・横蹴り PK↓K 上上中

手刀鎖骨打ち →P 中

手刀内打 →PP 中上

掌底打 →PPP 中上中

神居 →PP→P 中上上

手刀膝当 →PK 中中

膝当連鎖蹴り →PKK 中中上

光芒一閃 →PKKK 中中上中

沖津風 →PK↓K 中中下

鈎手突き →→P 上

牽牛 →→PP 上中

連天路 →→PPP 上中中

連風塵 (上上)中

震天動地 (上上)中中中

葉陰・暁鐘 (上上)中中



鈎手・飛び後ろ蹴り →→PK 上上

鈎手・踵薙ぎ →→P↓K 上下

手刀脾臓打ち ←P 中

中段正拳突き ←PP 中中

←PPPタメ可
←PPP最大タメ時

上段後ろ回し蹴り ←PPK 中中上

吾妻 ←→P 上

鉄槌 ↑P 上

連鉄槌 ↑PP (上上)

紫煙 ↑PPP (上上)中

蒼狼 ↑PPK (上上)中

渦雷 ↑PP↓K (上上)下

鉄槌・下段足刀 ↑PK 上下

天涯 ↑PKP 上下中

乾坤一擲 ↑PKK 上下中

下段足刀・鈎手突き ↑PK→P 上下上

雷牛 ↑PK→PP 上下上中

花月 ↑PK→PK 上下上上

界雷 ↑PK→P↓K 上下上下

肘上げ打ち ↗P 上

鎌払い ↗PK 上上

鎌返し ↗PKK 上上中

猿臂 ↖P 上

猿臂・背刀 ↖PP 上上

猿臂・廻し肘 ↖PP+K 上中

↖PP+KPタメ可
↖PP+KP最大タメ時

猿臂・暁闇 ↖PP+KK 上中下

猿臂膝当 ↖PK 上中

猿臂変化蹴り ↖PKK 上中上

猿臂連携踵落とし ↖PKKK 上中上中

猿臂踵薙ぎ ↖PK↓K 上中下

下段突き ↓P 下

揚げ突き ↘P 中

揚げ突き掌底 ↘PP 中上

虎尾 ↘PK 中中

天路 ↘↘P 中

日向 ↙P 下

風塵 ↓↘→P 中

牛頭 ↓↙←P 中

双海 ↓↙←PK 中中

三宝 ↓↙←PKP 中中上

廻し蹴り K 上

鬼太鼓 KP 上(中中上)

廻し・後ろ蹴り KK 上上

廻し・横蹴り K↓K 上中

膝当 →K 中

膝当変化蹴り →KK 中上

白妙 →KKK 中上中

膝当踵薙ぎ →K↓K 中下

飛び膝蹴り →→K 中

流星 →→KK 中上

上方突き →→KKP 中上中

残月 →→KKK 中上上

飛び膝・踵薙ぎ →→K↓K 中下

半月 ←K 上

半月正中突き ←KP 上中

半月正中連突き ←KPP 上中(中中)

黄塵万丈 中中中

猿臂・暁鐘 上中中



半月正中三連突き ←KPPP 上中（中中)中

←KPPPPタメ可
←KPPPP最大タメ時

弓張 ←KK 上上

上段払い蹴り ←→K 上
踵落とし ↑K 中

飛び前蹴り ↗K 中

翔麟 ↗KK (中上)

足刀蹴り ↖K 上

足刀連蹴り ↖KK 上上

列星 ↖KKK 上(上上)

天狼 ↖KK←K 上(上中)

下ろし蹴り ↓K 下

朱雀 ↓KK 下上

豹尾 ⇓KK 下下

中段廻し蹴り ↘K 中

廻し連突き ↘KP 中上

廻し二段蹴り ↘KK (中上)

波頭 ↘KKK (中上)上

下段足刀 ↙K 下

銀狼 ↙KK 下中

刃文 ↙KP 下中

下段足刀・鈎手突き ↙K→P 下上

雷牛 ↙K→PP 下上中

水月 ↙K→PK 下上上

界雷 ↙K→P↓K 下上下

飛び後ろ蹴り ↓↘→K 上

上段前蹴り ↓↙←K 上

上段前蹴り・二段突き ↓↙←KP 上(中中)

天雲 ↓↙←KPP 上(中中)中

正中連突き P+K (中中)

正中三連突き P+KP (中中)中

P+KPPタメ可
P+KPP最大タメ時

双手突き →P+K 中

←P+Kタメ可
←P+K最大タメ時

廻し肘 ↓P+K 中

↓P+KPタメ可
↓P+KP最大タメ時

暁闇 ↓P+KK 中下

後ろ回し蹴り H+K 上

光露 →H+K 中

光露・跳ね蹴り →H+KK 中上

光露・踵薙ぎ →H+K↓K 中下

炉火純青 →→H+K 中

光琳 ←H+K 上

真月 ↑H+K 中

踵薙ぎ ↓H+K 下

胴廻し蹴り ↘H+K 中

風切 ↗HP 中

上月 ↗HK 上

三角翔肘 壁際で↖P+K 中

三角蹴り 壁際で↖H+K 上

■背後技
技名 コマンド 属性

振向順突き P 上

半月神風 上中(中中)中中

神風 (中中)中中

不動風塵 中

暁鐘 中中



返し肘 ←P 中

←PPタメ可
←PP最大タメ時

返し肘・暁闇 ←PK 中下

振向下段突き ↓P 下

背後後ろ蹴り K 上

振向踵落とし ←K 中

飛び後ろ蹴り ↑K 上

振向下段足刀 ↓K 下

円形逆突き P+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

琴車 T 上段正面

破砕 →T 上段正面

蹴爪 ←T 上段正面

鉄鎖 壁際で←T 壁

猛火 ↘↘T 上段正面

業火 壁際で↘↘T 壁

梓弓 ↓↘→T 上段正面

旭神大神 梓弓中にT 派生

弧月 敵背後時T 上段背後

零月 敵しゃがみ時↓T 下段正面

天地開闢 敵しゃがみ時↙T 下段正面

細雪 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

破軍 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

流水 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

巨門 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

山背 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

巻風 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

白刃 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

流雪 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

平蜘蛛 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

童子切 敵上段Ｐに対し↗H 上段Ｐ

蜻蛉切 敵中段Ｐに対し↗H 中段Ｐ

武曲 敵中段Pに対し→←H 中段P

富嶽 敵中段Ｋに対し←→H 中段Ｋ

■ダウン攻撃
ブレイクブロー コマンド 中

下方突き ↓P -

鋼砕き ↑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

風雲翔頭突 仰向け敵足P+K 中

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

返し肘・暁鐘 中中

固有ホールド

エキスパートホールド



■乗り越え技
技名 コマンド 属性

葛城飛翔突き 柵乗り越え中にP 中

葛城飛翔蹴り 柵乗り越え中にK 中

前方飛び風塵 柵乗り越え着地際P 中

前方飛び踵薙ぎ 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「せいっ！」 APL -

アピール「よし」 →APL -

アピール「いきます！」 ←APL -

アピール「ガオー!」 ↓APL -

猛火 上段正面投げ


