
ラ・マリポーサ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：ルチャ・リブレ

■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(中中)

フェイタルラッシュ3 SSS 上(中中)(中上)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上(中中)(中上)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
パームフック P 上

バックチョップ PP 上上

～背向け PP← -

ローリングチョップ PPP 上上上

～背向け PPP← -

ラ・ケブラーダ・グランデ PPPP+K 上上上中

～背向け PPPP+K← -

ラ・ケブラーダ・グランデ・マジコ PPPP+KH 上上上-

ラ・ケブラーダ・グランデ・ドブレ PPPP+KHP+K 上上上中

～背向け PPPP+KHP+K← -

コンボドロップキック PPK 上上中

コンボドロップキック・カレラ PPK⇒ 上上中-

コンボロードロップ PP↓K 上上下

ハイスピンキック PK （上上）

コンボローリングソバット PKK （上上）中

～背向け PKK← -

エルボーバット →P 中

ダブルエルボー →PP 中中

トリプルエルボー →PPP 中中中

バックエルボー →P←P 中上

スイングエルボー →P←PP 中上中

エルボーソバット →PK 中中

～背向け →PK← -

エルボークレセント →P↑K 中上

エルボーダブルクレセント →P↑KK 中上上

ネックチョップ →→P 上

スラッシュチョップ →→PP 上中

シンクラッカー →→PK 上下

バックブロー ←P 上

バックブローニー ←PK 上中

スワロウテイル ←PKK 上中(中中)

モナーク ←PK↓K 上中下

バックブロー・リーピングスピン ←P→K 上上

ロンダート ↗P －

フライングリバースエルボー ↗PP 上

～背向け ↗PP← -

ダブルレッグスラスト ↗PK 中

↗PP+K
↗PP+K←

ラ・ケブラーダ・ブエノ・マジコ ↗PP+KH -

ラ・ケブラーダ・ブエナ・ドブレ ↗PP+KHP+K 中

～背向け ↗PP+KHP+K← -

ラ・ケブラーダ・ブエノ 中



ローチョップ ↓P 下

エルボースマッシュ ↘P 中

ドライブエルボー ↘PP 中中

ブレイジングアッパー ↘↘P 中

スピニングチョップ ↙P 中

スピニングエルボー ↙PP 中中

スピニングクラウチキック ↙PK 中上

スピンニングダブルクラウチキック ↙PKK 中上中

ジャンピングラウンドハウスコンボ ↙PKKK 中上中上

スピニングスイープキックコンボ ↙PKK↓K 中上中下

↓↘→P
走り中にP+K

ダッシュローリングチョップ 走り中にP 上

～背向け 走り中にP← -

ラ・ケブラーダ・グランデ 走り中にPP+K 上中

～背向け 走り中にPP+K← -

ラ・ケブラーダ・グランデ・マジコ 走り中にPP+KH 上-

ラ・ケブラーダ・グランデ・ドブレ 走り中にPP+KHP+K 上中

～背向け 走り中にPP+KHP+K← -

トラースキック K 上

ダブルハイ KK 上上

コンボロンダート KKP 上上－

ラ・ケブラーダ・トルメンタ KKPP+K 上上中

～背向け KKPP+KHP+K← -

ラ・ケブラーダ・トルメンタ・マジコ KKPP+KH 上上-

ラ・ケブラーダ・トルメンタ・ドブレ KKPP+KHP+K 上上中

～背向け KKPP+KHP+K← -

コンボエアースピン KKK 上上中

コンボフライングリバースエルボー KKPP 上上上

～背向け KKPP← -

コンボフライングリバースエルボー KKKP 上上中上

～背向け KKKP← -

コンボダブルレッグスラスト KKPK 上上中

コンボダブルレッグスラスト KKKK 上上中中

コンボフライングレッグドロップ KK→K 上上中

ハイアンドソバット K→K 上中

～背向け K→K← -

グラウンドキックコンボ K↓K 上(下下)

リバーストルネードコンボ K↓KK 上(下下)中

タイフーンバックエルボー K↓KKP 上(下下)中上

タイフーンスイングエルボー K↓KKPP 上(下下)中上中

バックフリップキックコンボ K↓KKK 上(下下)中中

ダブルスピンコンボ K↓K↓K 上(下下)(下下)

ニーアタック →K 中

ニーホイール →KK 中(中中)

トップスピンキックコンボ →K↓K 中下

→→K
走り中にK
→→K⇒
走り中にK⇒

クラウチキック ←K 上

ダブルクラウチキック ←KK 上中

ジャンピングラウンドハウス ←KKK 上中上

トリプルスピン ←KK↓K 上中下

クレセントキック ↑K 上

ダブルクレセントキック ↑KK 上上

エアースピン ↗K 中

フライングリバースエルボー ↗KP 中上

～背向け ↗KP← -

ダブルレッグスラスト ↗KK 中中

フライングクロスチョップ 中

ドロップキック 中

ドロップキック・カレラ 中-



ラ・ケブラーダ・ブエノ ↗KP+K 中中

～背向け ↗KP+K← -

ラ・ケブラーダ・ブエノ・マジコ ↗KP+KH 中-
ラ・ケブラーダ・ブエナ・ドブレ ↗KP+KHP+K 中中
～背向け ↗KP+KHP+K← -

バックホイール ↖K 中

バックホイール・カレラ ↖K⇒ 中-

ラ・ケブラーダ・エノルメ ↖KP 中中

～背向け ↖KP← -

ラ・ケブラーダ・エノルメ・マジコ ↖KPH 中-

ラ・ケブラーダ・エノルメ・ドブレ ↖KPHP+K 中中

～背向け ↖KPHP+K← -

トリックヴァイパー ↖KK 中中

ローキック ↓K 下

スピニングバックフィストコンボ ↓KP 下上

コンボニー ↓KPK 下上中

コンボリーピングスピン ↓KP→K 下上上

ローアンドソバット ↓KK 下中

～背向け ↓KK← -

ローリングソバット ↘K 中

～背向け ↘K← -

ジャンピングニーパット ↘↘K 中

グラウンドスピン ↙K (下下)

スパイダーヘッド ↙KP (下下)

リバーストルネード ↙KK (下下)中

コンボバックエルボー ↙KKP (下下)中上

コンボスイングエルボー ↙KKPP (下下)中上中

バックフリップキック ↙KKK (下下)中中

ダブルスピン ↙K↓K (下下)(下下)

バックスピンキック ↓↘→K 中

～背向け ↓↘→K← -

スクリューエルボー P+K 中

ロープクライム ロープを背にして←P+K 上

ロープスイングフェイント ロープを背にして←P+KP 上－

ロープスイングキック ロープを背にして←P+KK 上中

ロープスイングスワロウダイヴ ロープを背にして←P+K・P 上中

ロープスイングイーグルタロン ロープを背にして←P+K・K 上中

ロープスイングダイビングスワン ロープを背にして←P+K・P+K 上中

リーピングスピンキック H+K 上

エリコプテロ ←H+K 中

エリコプテロ・カレラ ←H+K⇒ 中-

フライングレッグドロップ →H+K 中

ロードロップキック ↓H+K 下

↙H+Kタメ可
↙H+K最大タメ時

ホーネットスティング・カレラ ↙H+Kタメ中に⇒ -

スライディングキック 走り中にH+K 下

トペ・コンヒーロ バックフリップ壁ヒット時P 中

ミサイルキック バックフリップ壁ヒット時K 中

ミサイルキック・カレラ バックフリップ壁ヒット時K→ 中-

スワロウダイヴ ロープ渡り中にP 中

イーグルタロン ロープ渡り中にK 中

ダイビングスワン ロープ渡り中にP+K 中

ホーネットスティング 中



■背後技
技名 コマンド 属性

ターンパーム P 上

スクリューパーム ←P 中

スイングエルボー ↖P 中

バックナックルロー ↓P 下

ターンハイキック K 上

スパイクホイール ←K (中中)

カートホイールキック ↖K (上上)

レッグブレイク ↓K 下

ラ・ケブラーダ P+K 中

～背向け P+K← 中

ラ・ケブラーダ・マジコ P+KH -

ラ・ケブラーダ・ドブレ P+KHP+K 中

～背向け P+KHP+K← -

ナルガダ・テクニカ ←P+K 中

カンガルーキック H+K 中

■乗り越え技
技名 コマンド 属性
リープオーバーボディプレス 柵乗り越え中にP 中

リープオーバードロップキック 柵乗り越え中にK 中

フロントステップアッパー 柵乗り越え着地際P 中

フロントステップニーパット 柵乗り越え着地際K 中K

柵乗り越え中にT
柵乗り越え着地際T

■投げ技
技名 コマンド 属性
コークスクリューシザース T 上段正面

ファイナルカット →T 上段正面

バタフライギロチン →→T 上段正面OH

リバーススイングＤＤＴ 壁際で→→T 壁OH

リープフロッグ →←T 上段正面

エスカタス ←T 上段正面

レッグシザース 壁際で←T 壁

ハンマースルー ←←T 上段正面

ウォールプレッシャー 壁際で←←T 上段正面

ドラゴン・ラナ ↑T 上段正面OH

スリングブレイド ↓↘→T 上段正面OH

コブラツイスト ↓↙←T 上段正面

スクリュードライバー コブラツイスト中に→T 派生

シューティングスタープレス スクリュードライバー中に↑T 派生

ロザリオ ←↙↓↘→T 上段正面

クリスト ロザリオ中に←→T 派生

デジャヴ クリスト中に一回転T 派生

走り中にT
走り中に敵背後時T
敵に背を向けT 上段正面

敵背後時敵に背を向けT 上段背後

敵に背を向けorケブラーダキャンセル
中↑T

上段正面

敵背後時敵に背を向けorケブラーダ
キャンセル中T

上段背後OH

バットパウンド 敵に背を向け→T 上段背後OH

↗PT 上段正面OH

敵背後時↗PT 上段背後OH

↗KT 上段正面OH

敵背後時↗KT 上段背後OH

コルバタ

バタフライギロチン 上段正面投げ

シクローン 上段正面

アランカル

ロンダート～コルバタ

エアースピン～コルバタ



↖KT 上段正面OH

敵背後時↖KT 上段背後OH

↙KKT 上段正面OH

敵背後時↙KKT 上段背後OH

K↓KKT 上段正面OH

敵背後時K↓KKT 上段背後OH

バックフリップ壁ヒット時T
ロープ渡り中T
敵背後時ロープ渡り中T 上段背後OH

敵背後時T 上段背後

敵背後時↑T
敵背後時バックフリップ壁ヒット時T
敵背後時→T
敵背後時←T
敵背後時←←T
敵背後時←→T
敵背後時←↙↓↘→T
敵背後時↓↙←T
敵背後時→←T
敵背後時→→T
敵背後時↓↘→T

バタフライクラッチ 敵背後時敵に背を向け→T 上段背後OH

敵しゃがみ時↓T 下段正面

敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

ラ・マヒストラル 敵しゃがみ時↘T 下段正面OH

ドン・ボルカン ラ・マヒストラル中にT 派生

スペル・ボルカン
天井のある場所で
ラ・マヒストラル中にT

派生

仰向けダウン(敵頭側)中にT 上段正面OH

仰向けダウン(敵頭側)中に
敵背後時T

上段背後OH

キャタピラークラッチ ↖KKヒット時T 空中

エアリアルハンティング 浮かせた敵にT 空中

スパイラルパイン 走り中空T 空中

レインボーアーチ 背向け中空T 空中

■ホールド
技名 コマンド 属性

バタフライDDT 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

トルネードネックツイスト 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

サンドバッグトス 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

ウォーターフォールリープ 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

スパインストライカー 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

サマーソルトキック 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

トライアングルランサー 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

フライングネックブリーカー 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
レッグドロップ ↓K -

ファイヤーバードスプラッシュ ↑P+K -

カンクーントルネード 敵に背を向け↑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

ツイスター 仰向け敵足H+K 下(中中)

ツイスタースピン 仰向け敵足H+KK 下(中中)(下下)

メサイヤ 上段背後

ウルトラ・ウラカン・ラナ

バックホイール～コルバタ

リバーストルネード～コルバタ

リバーストルネードコンボ～コルバタ

上段正面OH

ミステリオ・ラナ
上段背後OH

バタフライスープレックス 上段背後

空中投げ

フロップオーバー 上段背後OH

ブエロ・デ・マリポーサ

ネックツイスター



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

■特殊行動
技名 コマンド 属性
アバウトフェイス ↑P -

ロンダート ↗P -

バックフリップ ↖P -

バックフリップ・カレラ ↖P→ -

リバースシャッフル 敵に背を向け→→ -

ロープウォーク ロープ際で↑P+K -

アピール「ほら、こっちこっち」 APL -

アピール「テンション上げていくよ」 → or ←APL -


