
レイチェル技表 Ver1.18 (AC版)

流派：対魔神格闘術

■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 上上

フェイタルラッシュ3 SSS 上上上中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上上上中中

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

ジャブ P 上

ワンツー PP （上上）

コンボスマッシャー PPP (上上)中

コンボハンマー PP←P （上上）中

コンボスピンキック PPK （上上）上

コンボシンブレイカー PP↓K （上上）下

ジャブ･ミドルキック PK 上中

ネックスナップ ↖P 中

ハンマーナックル ↑P 中

エルボーファング ↗P 上

ライトファング ←P 中

レフトファング ←PP 中中

ヴァイパーブロウ ←PPP 中中中

ヴァイパーバイト ←PPPP 中中中中

ヒュドラレイジ ←PPPP+K 中中中中

サヴェッジヴァイパー ←PPPP+KP 中中中(中中)

ヴァイパースイープ ←PP↓P 中中下

ボディブロー →P 中

ボディ・アッパー →PP 中上

コンボライジングキック →PPK 中上中

ボアスティンガー →PK 中中

ボアハンマー →PKP 中中中

ブレインスパイクラッシュ →PKK 中中上

ロースライサー ↙P 下

ダブルハンマーショット ↙PP 下中

スレッジブロウ ↘P 中

パイソンブロウ ↘PP 中中

カドゥケウス ↘PPP 中中中

アスクレピオス ↘PPP+K 中中中

サヴェッジサーペント ↘PPP+KP 中中(中中)

ローパンチ ↓P 下

ヴェノムファング →→P 中

↓↘→P
走り中P

ナーガズスイング ↓↙←P 中

ハイキック K 上

ブレインスパイク KK 上上

ヒールスタンプ ↑K 中

ライジングキック ↗K 中

ビッグブーツ ↖K 中

サーペントスティンガー →K 中

サーペントハンマー →KP 中中

ブレインスパイクコンボ →KK 中上

フロントキック ←K 中

ミドルキック ↘K 中

ローキック ↓K 下

アローキック →→K 中

ダブルハンマー P+K 中

ハイスピンキック H+K 上

ヒールアッパー ←H+K 上

シンブレイカー ↓H+K 下

スマッシャー 中



■背後技
技名 コマンド 属性

ターンジャブ P 上

ターンファング ←P 中

ターンスライサー ↓P 下

～ダブルアームスイング ↓PP 下中

ターンスピンキック K 上

キマイラテイル ←K 中

テールスイープ ↓K 下

■ロールスルーからの技
技名 コマンド 属性

↑P+K
PP↑P+K
↓P+K
PP↓P+K

ロールスマッシュ ロールスルー中 P 中

ロールスイープ ロールスルー中 K 下

■投げ技
技名 コマンド 属性

テールウィップ T 上段正面

ブレイキングホイール ←T 上段正面

エンリル・ブロー →T 上段正面

クルシフィクション 壁際で→T 壁

→→T
PPT

ティアマト・リビューク ←↙↓↘→T 上段正面

カルキノス しゃがんだ敵に↓T 下段正面

ケツァルコアトル しゃがんだ敵に↘T 下段正面OH

背後からT 上段背後

背後から→→T 上段正面OH

ティアマト・リビューク 背後から←↙↓↘→T 上段背後

しゃがんだ敵に背後から↓T 下段背後

しゃがんだ敵に背後から↘T 下段正面OH

ティアマト・ブロー →↘↓↙←T　タメ可 上段正面OH

ヨルムンガンド・ヒミン →↘↓↙←T　少しタメる 上段正面OH

ヨルムンガンド・イェルズ →↘↓↙←T　最大タメ時 上段正面OH

ネルガル・メイス ↑P or PP←P ヒット時T 打撃投げ

ロッドオブアスクレピオス 空中の敵にT 空中投げ

空中の敵に↘PPP+KT
空中の敵に←PPPP+KT

■ホールド
技名 コマンド 属性

サイドワインダー 上段Pに対して↖H 上段P

ヒールブレイカー 上段Kに対して↖H 上段K

サーペントコイル 中段Pに対して←H 中段P

ナーガズリヴァース 中段Kに対して→H 中段K

サーペントツイスト 下段Pに対して↙H 下段P

インペイルメント 下段Kに対して↙H 下段K

エアリアルバリング ジャンプPに対して←H ジャンプP

ボアバイティング ジャンプKに対して→H ジャンプK

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

ユルルングル ↓K -

トールハンマー ↑P+K -

ロールオーバー 上段正面OH

ニールダウン

ペルーダクラッシュ

ヴァイパーツイスト 空中投げ

ロールスルー（奥） -

ロールスルー（手前） -



■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

フライングパンチ 柵乗り越え中に P 中

フライングキック 柵乗り越え中に K 中

ランディングパイソンブロウ 柵越え着地際 P 中

ランディングテールスイープ 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

アピール：「残念ね」 APL -

アピール：「所詮は人間ね」 →APL -

アピール：「きりがないわね」 ←APL -

アピール：「もう終わり？」 ↓APL -

ブレイキングホイール 上段正面投げ


