
こころ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：八極拳

■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)中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上(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

衝捶 P 上

順歩捶 PP (上上)

衝天掌 PPP (上上)上

単翼頂 PP→P (上上)中

順歩起脚 PPK (上上)上

順歩起捶 PPKP (上上)上下

順歩連腿 PPKK (上上)(上上)

盤提連下 PP↓K (上上)下

盤提連推 PP↓KP (上上)下中

盤提昇華脚 PP↓KK (上上)下下

上歩閉肘 PP↓KP+K※閉肘技に派生可能 (上上)下-

神槍踹脚 PK 上中

神槍反そう胯 PKP 上中中

神槍崩捶 PK↓P 上中下

神槍踹回脚 PKK 上中上

神槍踹鎌脚 PK←K 上中中

単衝提 P↓K 上下

単衝天炮 P↓KP 上下中

弓歩頂肘 →P 中

横拳 →PP 中上

寸捶 →PPP 中上中

弓歩連捶 →P→P 中中

探馬掌 ←P 上

探馬連掌 ←PP (上上)

探馬三連掌 ←PPP (上上上)

猛虎硬爬山 ←PPPP (上上上)中

探馬連頂肘 ←PP→P (上上)中

逆縁脚 ←PK 上下

逆縁叛胯 ←PKP 上下中

翻欄捶 ↑P 上

通天炮 ↑PP 上上

打開 ↑P→P 上中

上歩閉肘 ↑PP+K※閉肘技に派生可能 上-

白蛇吐芯 ↗P 上



盤提穿袖 ↗PP 上上

開門肘 ↗PPP 上上中

盤提連下 ↗PP↓K 上上下

盤提連推 ↗PP↓KP 上上下中

盤提昇華脚 ↗PP↓KK 上上下下

上歩閉肘 ↗PP↓KP+K※閉肘技に派生可能 上上下-

雲抄手 ↖P※さばき打撃 中

単衝提 ↖PK 中下

単衝天炮 ↖PKP 中下中

跪膝 ↓P 下

単推窗 ↘P 中

降龍式 ↘PP 中上

降龍揚 ↘PPP 中上上

上歩閉肘 ↘PPP+K※閉肘技に派生可能 中上-

伏虎炮 ↘↘P 中

伏虎炮肘 ↘↘PP 中中

劈鐘 ↙P 下

胯打 ↙PP 下上

劈鐘連下 ↙PPP 下上下

劈鐘翼肘 ↙PP→P 下上中

両儀肘 →→P 中

白虎推月 ←←P※さばき打撃 中

向捶 ←→P 上

地降龍 ←→PP (上中)

撑掌 ↓↘→P 中

托掌震脚双推掌 ↓↙←P 中

蹬脚 K 上

蹬脚・外旋腿 KK 上

提膝 →K 中

提膝 走り中にK 中

獅子大張口 →KP 中中

外旋腿 ←K 中中

起脚 ↗K 上

跳山崩捶 ↗KP 上下

連環腿 ↗KK (上上)

背華腿 ↖K 中

単提 ↓K 下

単堤天炮 ↓KP 下中

踹脚 ↘K 中

反そう胯 ↘KP 中中

崩捶 ↘K↓P 中下

踹回脚 ↘KK 中上

踹鎌脚 ↘K←K 中中

跟提 ↙K 下

跟提連脚 ↙KK 下中

跟提反そう胯 ↙KKP 下中中

跟提崩捶 ↙KK↓P 下中下

跟提連回脚 ↙KKK 下(中上)

跟提鎌蹴 ↙KK←K 下中中

鳳凰掌 P+K 上

搓提 →P+K (上+下)

攉打頂肘 →P+KP (上+下)中



窩里炮 ←P+K 上

二郎担山 ↓P+K 中

↙P+Kタメ可
↙P+K最大タメ時

迎門三不顧 →→P+K (中中上)

上歩閉肘 →→P+KP+K※閉肘技に派生可能 (中中上)-

蹭歩靠 ↘↘P+K 中

闖歩 ↓↘→P+K 中

双肋肘 ↓↘→P+KP 中

回脚 H+K 上

仆腿 ↓H+K 下

通背式 ↓H+KP 下中

仆地連腿 ↓H+KK 下下

上歩閉肘 ↓H+KP+K※閉肘技に派生可能 下-

■背後技
技名 コマンド 属性

摔掌 P 上
劈掌 PP (上中)

圏抱掌 PPP (上中)上

摔欄捶 P→P 上上

摔欄捶炮 P→PP 上上上

連打開 P→P→P 上上中

上歩閉肘 P→PP+K※閉肘技に派生可能 上上-

撩陰掛打 ←P 中

親孝脚 ←PK 中中

親孝叛胯 ←PKP 中中中

親孝天炮 ←PK↓P 中中下

親孝回蹴 ←PKK 中(中上)

親孝鎌蹴 ←PK←K 中中中

転身跪膝 ↓P 下

外擺腿 K 上

踹提 ←K 中

転身仆腿 ↓K 下

転身天炮 ↓KP 下中

転身連腿 ↓KK 下下

上歩閉肘 ↓KP+K※閉肘技に派生可能 下-

撤歩単翼 P+K 中

背勢二郎担山 ↓P+K 中

■閉肘
技名 コマンド 属性

閉肘・大挑

閉肘掴み動作失敗時または
上歩閉肘中または
中空閉肘成功時にP

上

閉肘・跪膝

閉肘掴み動作失敗時または
上歩閉肘中または
中空閉肘成功時に↓P

下

閉肘・外旋腿

閉肘掴み動作失敗時または
上歩閉肘中または
中空閉肘成功時にK

上

閉錘靠 中



閉肘・双陽手

閉肘掴み動作失敗時または
上歩閉肘中または
中空閉肘成功時にP+K

中

■投げ技
技名 コマンド 属性

胸靠 T 上段正面

托槍式 →T 上段正面

足壁転下 壁際で→T 壁

推窗望月 →→T 上段正面

盤提 ←T 上段正面

赤壁鏖戦 壁際で←T 壁

鷂子穿林 ↓↙←T 上段正面

肋胯靠 鷂子穿林中に←T 派生

神槍開門 肋胯靠中に←→T 派生

↓↘→T 上段正面

敵背後時↓↘→T 上段背後

PPT
P↓KT
←PKT
↓KT
敵に背を向けて←PT
↗PPT
↘↘PT
↖PKT
→→P+KT
敵背後時↙PT
敵背後時↘PT
↓↘→P+KT
↓↙←T・←T・↓↘→T
↙T・↓↘→T
浮かせた敵に↓↘→T
浮かせた敵にPPT
浮かせた敵にP↓KT
浮かせた敵に←PKT
浮かせた敵に↓KT
浮かせた敵に敵に背を向けて←PT
浮かせた敵に↗PPT
浮かせた敵に↘↘PT
浮かせた敵に↖PKT
浮かせた敵に→→P+KT
浮かせた敵に敵背後時↙PT
浮かせた敵に敵背後時↘PT
浮かせた敵に↓↘→P+KT
↙PT
↘PT

抽別子 敵背後時T 上段背後

覇王搬鐙 敵しゃがみ時↓T 下段正面

猛虎爬山 敵しゃがみ時↙T 下段正面

掛腿按掌 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

閉肘

上段正面

上段背後

上段正面

中空閉肘 空中投げ

揺臂胯 上段正面



■ホールド
技名 コマンド 属性

朝陽手 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

黒虎提 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

外面肘 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

量天地 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

撤歩そう 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

双拍手 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

鳳凰肘 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプP

雲閉錘 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

上歩跪膝 ↓P -

翔崩捶 ↑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

神槍起山靠 うつ伏せ敵頭P+K 中

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

朱雀天掌 柵乗り越え中にP 中

朱雀天脚 柵乗り越え中にK 中

翔儀肘 柵越え着地際P 中

翔仆腿 柵越え着地際K 下

通背式 柵越え着地際KP 下中

仆腿 柵越え着地際KK 下下

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

アピール：微笑み返し APL -

アピール：裾払い →APL -

アピール：「ごめんやすぅ」 ←APL -

托槍式 上段正面投げ


