
女天狗技表 Ver.1.06（AC版）

流派：天狗道

■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

～飛天の舞い Sヒット時P+K -

フェイタルラッシュ2 SS 上下

～飛天の舞い SSヒット時P+K -

フェイタルラッシュ3 SSS 上下（上上上）

フェイタルラッシュ4 SSSS 上下（上上上）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

熊手突き P 上

熊手の舞 PP 上上

芭掌扇 PPP 上上中

惑乱坊 PP→P 上上上

鞍馬槌 PP→PP 上上上中

鞍馬槌～烏飛び PP→PP ヒットorガード時P -

鞍馬乱舞 PP→PK 上上上下

惑乱坊～飛天の舞い PP→P ヒットorガード時P+K -

火乱坊 PP←P 上上上

夜叉神楽 PPK 上上中

独楽神楽 PP↓K 上上下

跳ね神楽 PP↓KK 上上下中

跳ね神楽～飛天の舞い PP↓KK ヒット時P+K -

土地神 PP⇓KK 上上下下

脱穀 PK 上中

張り手 →P 中

腹崩し →PP 中

鬼太鼓 →PPP 中

鬼神楽 →PK 中中

～飛天の舞い →Pヒット時P+K 中-

後鬼 ←P 上

揚鉄砲 ↑P 上

追鉄砲 ↑PP 上上

鉄砲祭り ↑PPP 上上上

鉄砲祭り～飛天の舞い ↑PPPヒット時P+K -

（蜻蛉返り） ↖P －

こぼし蝗 ↖PP 中

ねじり天狗手 ↓P 下

羽団扇返し ↓PP 下下

鬼太刀 ↘P 中

熊手はたき ↙P 中

熊手はたき～飛天の舞い ↙P ヒット時P+K -

熊手重ね ↙PP 中中

熊手重ね～飛天の舞い ↙PPヒット時P+K -

数珠熊手 ↙PPP 中中中

数珠熊手～飛天の舞い ↙PPP ヒット時P+K -



→→P
走り中にP

鉄砲祭り ↓↙←P 上

鉄砲祭り～飛天の舞い ↓↙←P ヒット時P+K -

鉄砲下駄 K 上

米搗 KK 上上

蔓車 →K 上

岩削 ←K 中

水射ち ↑K 上

鞍馬のぼり ↗K 中

渦嵐 ↖K 中

こぼし蝗 ↖KP 中

蹴たぐり ↓K 下

扶桑陽沈 ↓KK 下下

岩盤貫 ↘K 中

神室のぼり ↘KK 中中

鬼入道 →→K 中

鬼入道～飛天の舞い →→Kヒット時P+K 中-

目潰し P+K 上

前鬼 →P+K 中

金剛杵 →P+KP 中

金剛杵～烏飛び →P+KP ヒットorガード時P -

金剛舞 →P+KK 上上上下

前鬼～飛天の舞い →P+K ヒットorガード時P+K -

野分 ←P+KP 中

惑野分 ←P+KH -

鎧打ち ↘P+K 中

鎧打ち～烏飛び ↘P+Kヒットやガード時P -

疾風 ←→P+K 中

妖魅考 走り中にP+K 中

大鎌の舞 H+K 中

大鎌の舞～飛天の舞い H+K ヒット時P+K -

←H+K タメ可
←H+K 最大タメ

独楽掛け ↓H+K 下

跳ね大鎌 ↓H+KK 下中

跳ね大鎌～飛天の舞い ↓H+KK ヒット時P+K -

重ね独楽 ⇓H+KK 下下

乱れ独楽 ⇓H+KKK 下下下

■背後技
技名 コマンド 属性

裏熊手 P 上

裏鉄槌 ←P 中

見返り鉄槌 ↓P 下

高下駄返し K 上

高下駄廻 KK 上上

廻波 ↑K 中

踊り縦刃 ←K 中

返り鎌 ↓K 下

■飛天の舞いからの派生技
技名 コマンド 属性

飛天神楽 飛天の舞い中 P 上

闇神楽 飛天の舞い中 PP 上上

天狗手 中

醜踏み 中



花神楽 飛天の舞い中 PPP 上上中

飛天夜叉姫 飛天の舞い中 PK 上上

飛天渦嵐 飛天の舞い中 K 中

飛天こぼし蝗 飛天の舞い中 KP 中中

飛天下駄時雨 飛天の舞い中 ↓K 中

飛天闇雲 飛天の舞い中 P+K 中

飛天鳴門 飛天の舞い中 H+K 上中中

■烏飛び
技名 コマンド 属性

濡烏 烏飛び中K 中
烏飛び中↑P+K
烏飛び中↓P+K

■投げ技
技名 コマンド 属性

呼びもどし T 上段正面

比良手打ち →T 上段正面

撞木落とし →T・T -

鳶凧 →→T 上段正面OH

速贄 壁際で →→T 壁

天狗礫 速贄中に P 派生

武蔵坊抱昇 ←T 上段正面

御魂送り ←↙↓↘→T 上段正面

天送り 天井のあるところで←↙↓↘→T 上段正面

飛天の舞い中T
or 烏飛びから T

上段正面

敵背後時 飛天の舞い中T
or 烏飛びから T

上段背後

つま取り 敵背後から→T 上段背後

竜巻掛け落とし 敵背後から→→T 上段背後OH

岩清水 敵しゃがみ時↓T 下段正面

物見やぐら 敵しゃがみ時↙T 下段正面

天井のある所で
敵しゃがみ時↙T

松葉鳥 敵しゃがみ時↙T（ハイカウンター） 下段正面

敵しゃがみ時
飛天の舞い中 ↓T
or 烏飛びから ↓T
敵しゃがみ背後から
飛天の舞い中 ↓T
or 烏飛びから ↓T

つかみ投げ 敵しゃがみ時↘T 下段正面OH

切り返し 敵しゃがみ背後から↓T 下段背後

鬼一法眼 浮かせた敵にT 空中

信楽落とし
浮かせた敵に
飛天の舞い中T

空中

羅臼颪

ダウンした敵に(あおむけ足側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T
or 敵ダウン時↓T

ダウン

比良坂落とし

ダウンした敵に(あおむけ頭側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T
or 敵ダウン時↓T

ダウン

避天の舞い -

浄土送り

天蓋花 下段正面

飛天日向折

下段正面

下段背後

ダウン投げ



みこし船

ダウンした敵に(あおむけ横側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T

ダウン

五月雨蓮華

ダウンした敵に(うつぶせ足側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T
or 敵ダウン時↓T

ダウン

鞍馬清水

ダウンした敵に(うつぶせ頭側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T
or 敵ダウン時↓T

ダウン

浮世返し

ダウンした敵に(うつぶせ横側)
飛天の舞い中 ↓T
or　烏飛びから ↓T
or 敵ダウン時↓T

ダウン

■ホールド
技名 コマンド 属性

網打ち 敵上段パンチに対し↖H 上段Ｐ

鹿威 敵上段キックに対し↖H 上段Ｋ

外無双 敵中段パンチに対し←H 中段Ｐ

糸車 敵中段キックに対し→H 中段Ｋ

体落とし 敵下段パンチに対し↙H 下段Ｐ

あらはばき 敵下段キックに対し↙H 下段Ｋ

天城おろし 敵ジャンプＰに対し←H 中段Ｐ

赤城おろし 敵ジャンプＫに対し→H 中段Ｋ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

四股踏み ↓K -

風吹烏 ↑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

魔縁太刀 柵乗り越え中にP 中

魔縁下駄 柵乗り越え中にK 中

熊手はたき
柵乗り越え着地際P(↙Pと同じ派生技
につながる)

中

水射ち 柵乗り越え着地際K 上
柵乗り越え中にT
柵乗り越え着地際T
敵背後時 柵乗り越え中にT
敵背後時 柵乗り越え着地際T

比良手打ち 上段正面投げ

つま取り 上段背後投げ



■特殊行動
技名 コマンド 属性

烏飛び ↗P -

烏飛び ↗PP -

烏飛び ↗PPP -

飛天の舞い 烏飛び中P+K -

蜻蛉返り ↖P -

アピール：苦しゅうない APL -

アピール：ここまでは余興じゃ →APL -

アピール：ほれほれこっちじゃ ←←APL -

アピール：口ほどにもないやつじゃ ↓APL -

アピール：いけずう 敵頭側うつ伏せダウン時 APL -

アピール：あーははは！  ←APL -

アピール：あーっははは！ 「あっはははは！」中に APL -


