
紅葉 技表 Ver.1.12 (AC版)

流派：隼流合気術

■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

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(中中中中)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中(中中中中)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

風打ち P 上

連弾 PP (上上)

連弾～渦風 PP↑ (上上)-

連弾昇破 PPP (上上)中

連撃双掌打 PPPP (上上)中中

連弾荒波 PPP←P (上上)中中

連弾突肘 PP→P (上上)上

連弾烈刀 PP←P (上上)中

連弾半鐘打ち PP←PP (上上)中中

連弾雷鳴脚 PP←PK (上上)中(上上)

連弾膝蹴り PPK (上上)中

連弾連翔 PPKP (上上)中中

連弾頭骨蹴り～天駆 PPKK (上上)中中

風打ち・旋蹴り PK 上上

破突 →P 中

龍顎掌 →PP 中中

破突膝蹴り →PK 中中

破突流星光 →PKP 中中中

破突春光～天駆 →PKK 中中中

踏みつけ蹴り～ジャンプ →PKK(ヒットorガード時) 中中中-

烈刀 ←P 中

半鐘打ち ←PP 中中

烈刀雷鳴脚 ←PK 中（上上）

天突 ↑P 上

昇破 ↘P 中

昇破双掌打 ↘PP 中中

村雨 ↘P←P 中中

群雲 ↘P←PP 中中中

下段手刀 ↓P 下

地旋刀 ↙P 下

地旋袈裟斬り ↙PP 下中



地旋脚 ⇙PK 下下

流星突 →→P 中

風揚 →→PP 中中

天掌 ↘↘P 上

臥竜閃 ↓↘→P 中

落葉 ↓↙←P 中

落葉双掌打 ↓↙←PP 中中

双落葉 ↓↙←PP+K 中中

上段廻し蹴り K 上

撃砕掌 KP 上上

中段後ろ蹴り KK 上中

破邪膝蹴り →K 中

流星光 →KP 中中

春光 →KK 中中

息吹 ←K 中

息吹～渦風 ←K↑ 中-

朱鷺脚 ↗K 上

翔風 ↑K 上

月輪脚 ↖K 中

中段廻し蹴り ↘K 中

薙払い ↘KP 中中

薙払い～渦風 ↘KP↑ 中中-

下段廻し蹴り ↓K 下

飛燕膝蹴り →→K 中

藤裏葉 ←←K 中

重ね当て P+K 中

天魔鳴動破 →P+K 上

露払い ←P+K 中

露払い～渦風 ←P+K↑ 中-

緋炎双掌打 ↘P+K 中

隼鷹斬 ↓↘→P+K 中

隼鷹連斬 ↓↘→P+KP (中上)

隼鷹連翔斬 ↓↘→P+KPP (中上)上

隼鷹天翔斬 ↓↘→P+KPPP (中上上)中

隼鷹飯綱 ↓↘→P+KPP・↑↓T (中上)上・投げ

暈月影 ↓↙←P+K 中

旋蹴り H+K 上

天海 →H+K 中

秋水 ↓H+K 下

飛龍飛び蹴り 走り中H+K 上

■渦風からの技
技名 コマンド 属性

渦風斬り P 上

渦連斬 PP (上上)

舞鶴 PK 上中

嶽鶴 PKK 上(中中)

滑昇風 K 中

天駆 P+K -



■天駆からの技
技名 コマンド 属性

炎天 P （上中）

燕空脚 K 上

彗星突 P+K（溜め可） 中

嘯風弄月 P+K（タメMAX） 中

■背後技
技名 コマンド 属性

背撃掌打 P 上

背撃臥竜閃 ←P 中

背撃下段手刀 ↓P 下

背撃上段蹴り K 上

背撃中段廻し蹴り ←K 中

背撃下段蹴り ↓K 下

背撃双掌打 ←P+K 中

風舞 P+K -

雷鶴 H+K　 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

四方投げ T 上段正面

早蕨狩り →T 上段正面

宿木狩り ←T 上段正面

隼蹴り →→T 上段正面

隼鷹天駆 壁際で→→T 上段正面

荒波返し ←↙↓↘→T 上段正面

飛龍天龍斬り しゃがんだ敵に↓T 下段正面

頭骨蹴り～天駆 しゃがんだ敵に↙T 下段正面

若菜狩り 背後からT 上段背後

しゃがんだ敵に背後から↓T

しゃがんだ敵に背後から↙T

天駆中にT 上段正面

背後から天駆中にT 上段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

抱え腰車 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

白菊折り 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

雛落とし 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

松風流し 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

侘捻り 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

泡影天駆 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

エキスパートホールド

楓旋 敵中段Pに対し→←H 中段P

頭骨蹴り～天駆 下段背後

浮雲



■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

霜砕き ↓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

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

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

飛鷹流星光 柵乗り越え中にP 中

飛鷹春光 柵乗り越え中にK 中

進撃臥龍閃 柵越え着地際P 中

進掃蹴 柵越え着地際K 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

風門 ↖P -

渦風 ↗P -

風門 壁際で↖P -

風門～天駆 壁際で↖PP+K -

アピール「わぁすごいね」 APL -

アピール「んんーっと」 → or ←APL -

隼蹴り 上段正面投げ


