
ティナ 技表 Ver.1.06（AC版）

流派：プロレス

■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(上上上)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中(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

ジャブ P 上

ジャブ・ストレート PP (上上)

マシンガンエルボー PPP (上上)上

マシンガンエルボーニー PPPK (上上)上中

ドルフィンスパイク PP→P (上上)中

マシンガンミドル PPK (上上)中

サザンパニッシャー PPKP (上上)中中

ジャブ・ハイキック PK 上上

スピニングバックハンドコンボ PKP 上上中

クイックスピンコンボ PKK 上上上

エルボー →P 中

エルボー・バックナックル →PP 中中

インフィニティコンボ →PPP 中中中

スピンナックルコンボ →PP↓P 中中下

アルティメットコンボ →PPK 中中中

アルティメットステップイン →PP→K 中中中

ロードロップコンボ →PP↓K 中中下

ネックラソー →PPP+K 中中中

ターンホップキック →PK 中中

ダッシュボディブロー →→P 中

ダブルラングラー →→PP 中中

トリプルラングラー →→PPP 中中中

コンボドロップキック →→PPK 中中中

ラングラースライド →→PP↓K 中中下

ディスカスクローズライン →→PPP+K 中中強上

テキサスチョップ ←P 中

ショットガンチョップ ←PP 中中

←PPP タメ可
←PPP 最大タメ時

ショルダータックル ←→P 中

ターンアッパー ←←P 中

キャトルドライブ ←←PK 中上

サプライズロードロップ ←←P↓K 中下

ブレイジングチョップ ↑P 中

バックハンドエルボー ↗P 上

ワンツーエルボー ↗PP 上上

トリプルエルボー ↗PPP 上上中

バックエルボーニー ↗PK 上中

スタンガンチョップ 中中中



ナックルアロー ↖P 中

ダブルアローコンボ ↖PP 中

サドルクラッシュ ↖PPP 中中中

ウェスタンラッシュ ↖PP→P 中中中

ローナックル ↓P 下

アッパー ↘P 中

ダブルブロー ↘PP 中中

バーティカルバックチョップ ⇘P 中

バーティカルハンマー ⇘PP 中中

ドルフィンアッパー ↘↘P 中

ロースピンナックル ↙P 下

走り中にP
↓↘→P

ダブルハンマー ↓↙←P 中

ハイキック K 上

バックハンドクラッシュ KP 上中

アンクルスピンキック KK 上上

クラッシュニー →K 中

フロントステップキック →→K 中

ローリングソバット ←K 中

ドロップキック ↑K 中

ステップキック ↗K 上

エンズイギリ ↖K 上

ローキック ↓K 下

ローキックアッパーコンボ ↓KP 下中

アリキック ⇓KK 下下

ダブルアリキック ⇓KKK 下下下

ミドルキック ↘K 中

ミッドキックフック ↘KP 中中

ダブルミドルキック ↘KK 中中

ジャンピングニーパット ↘↘K 中

ニーハンマー ↘↘KP 中中

レッグカット ↙K 下

走り中に K
↓↘→K

ローリングエルボー P+K 中

ショートレンジラリアット →P+K 中

ティナスペシャル →→P+K 中

ムーンサルトプレス ←P+K 中

ムーンサルトフェイント ←P+KH －

プランチャー 壁際で ←P+K 中

(フロントロール) ↓P+K －

フロントロールエルボー ↓P+KP 中

ワゴンホイール ↓P+KK 中

ダンシングドールキック H+K 上

フロントロールキック →H+K 中

ロードロップキック ↓H+K 下

■背後技
技名 コマンド 属性

ターンスピンナックル P 上

スイングバックチョップ ←P 中

バックチョップハンマー ←PP 中中

バックエルボー ↖P 上

ダブルバックエルボー ↖PP 上上

エルボースイシーダ 中

アローキック 中



ターンローナックル ↓P 下

ターンスピンキック K 上

ターンミドルキック ←K 中

ショットガン ↖K 中

ターンローキック ↓K 下

ローキックアッパーコンボ ↓KP 下中

アリキック ↓KK 下下

ダブルアリキック ↓KKK 下下下

ムーンサルトアタック P+K 中

ムーンサルトフェイント P+KH -

ハーレムサイドキック H+K 上

ターンロードロップ ↓H+K 下

■投げ技
技名 コマンド 属性

デスバレーボム T 上段正面

GTS T  カウンターヒット以上 上段正面

ボディスラム →T 上段正面

ウォールスラム 壁際で →T 壁

テキサスドライバー ボディスラム中に ↓T 派生

エメラルドフロウジョン ボディスラム中に ←←T 派生

閂スープレックス ←T 上段正面

フェイススマッシャー 壁際で ←T 壁

ロデオホールド →→T 上段正面OH

パイルドライバー →←T 上段正面

プッシュ パイルドライバー中に →T 派生

リバースゴリースペシャルボム パイルドライバー中に ↓T 派生

スカイツイスタープレス
リバースゴリースペシャルボム中に ↑
T

派生

タックル ←→T タメ可 上段正面OH

フライングタックル ←→T 少しタメる 上段正面OH

スラムタックル ←→T 最大タメ時 上段正面OH

ライジングタックル うつぶせ敵頭ダウン時 T 上段正面OH

ジャイアントスイング タックル中に ←↙↓↘→T 派生

ハンマースルー ←←T 上段正面

Ｊ・O・Ｓ ハンマースルー中に T 派生

バーストJ・O・S 壁際で ←←T 壁

ローププッシュスラム ロープ際で ←←T 上段正面

↑T 上段正面OH

敵背後時 ↑T 上段背後OH

フライングメイヤー ↓↙←T 上段正面

サーフボードスタイルロック フライングメイヤー中に →T 派生

J・O・S サーフボードスタイルロック中に ↑T 派生

スパイナルドロップキック フライングメイヤー中に ↓↘→T 派生

T3ボム ←↙↓↘→T 上段正面

T3クラッシュ 壁際で ←↙↓↘→T 上段正面

フィッシャーマンズバスター →↘↓↙←T 上段正面

J・O・サイクロン しゃがみから →←T 上段正面

M・D・T しゃがみから　→←T　カウンター以上 上段正面

バーストサイクロン 壁際で しゃがみから →←T 壁

バッファローラッソー ↖PPT 上段正面

ターニングレッグブレイカー 敵に背を向け T 上段正面

敵に背を向け ↑T 上段正面OH

敵背後時 敵に背を向け ↑T
ジャーマンスープレックス 敵背後時 T 上段背後

ダブルブレイク ジャーマンスープレックス中に T 派生

バーストスープレックス 壁際で 敵背後時 T 壁

フランケンシュタイナー

オーバーヘッドトス



敵背後時 →T
敵背後時 ←T
敵背後時 ←←T
敵背後時 ↓↙←T

フルネルソン 敵背後時 →→T 上段背後OH

ドラゴンスープレックス フルネルソン中に T 派生

敵背後時 ←↙↓↘→T
しゃがみから→←T
敵背後時 →←T

ターニングアンクルクラッカー 敵背後時 敵に背を向け T 上段背後

バースボム 敵しゃがみ時 ↓T 下段正面

トランスフォーレッグロック バースボム中に ↓T 派生

ジャパニーズオーシャンボム 敵しゃがみ時↘T 下段正面OH

エクスプロイダー 敵しゃがみ時↙T 下段正面

テキサスイクスプロージョン 敵しゃがみ時NHで↘↘T 下段正面

ダブルアームスープレックス 敵しゃがみ時CHで↘↘T 下段正面

バックボーンクラッシャー 壁際で  敵しゃがみ時CHで↘↘T 壁

タイガードライバー ダブルアームスープレックス中に↓T 派生

ネッククラッシャー 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

ヘッドカッター
ハイキック(K)orジャブ・ハイキック(PK)
ヒット時にT

派生

ダイヤモンドカッター
クラッシュニー(→K)、アルティメットス
テップイン(→PP→K)ヒット時にT

派生

ヘリックスネビュラ 延髄斬り(↖K)ヒット時にT 派生

走り中にT 上段正面

敵背後時 走り中に T 上段背後

空中投げ

クロス式スパイラルボム 浮かせた敵に T 空中

ザ・スラッシャー 浮かせた敵に　←T 空中

エアースイングトス 浮かせた敵に ←↙↓↘→T 空中

イーグルハント 敵うつ伏せ頭側空中時T 空中

ロックアベイビー 敵うつ伏せ頭側空中時←T 空中

グラウンドスロー

アキレス腱固め ダウンした敵に(あおむけ足側)↓T ダウン

首４の字固め ダウンした敵に(あおむけ頭側)↓T ダウン

ストラングルホールド ダウンした敵に(あおむけ横側)↓T ダウン

ロメロスペシャル ダウンした敵に(うつぶせ足側)↓T ダウン

ダブルアームパイルドライバー ダウンした敵に(うつぶせ頭側)↓T ダウン

ボゥアンドアロー ダウンした敵に(うつぶせ横側)↓T ダウン

■ホールド
技名 コマンド 属性

ロッキングハンマー 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

スプリングレッグロック 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

テキサスクローバーホールド スプリングレッグロック中に↓H 派生

アームホイップ 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

ドラゴンスクリュー 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

足４の字固め ドラゴンスクリュー中に↓H 派生

巻き込み三角締め 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

レッグスプリット 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

エアホイップ 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

エアートス 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

リバーサルハンマースルー 敵上段Pに対し→↖H 上段Ｐ

Ｊ・O・Ｓ リバーサルハンマースルー中にH 派生

バーストJ・O・S 壁際で　敵上段Pに対し→↖H 壁

投げっぱなし
ジャーマンスープレックス

上段背後

リバースM・D・T 上段背後

シャイニングウィザード



ローププッシュスラム ロープ際で　敵上段Pに対し→↖H ロープ

ニークラッシャー 敵中段Ｋに対し←→H 中段Ｋ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

エルボードロップ ↓P 下

ストンピング ↓K 下

ヒップドロップ ↑P+K 下

■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

フェンスジャンプパンチ 柵越え中にP 中

フェンスジャンプキック 柵越え中にK 中

フロントステップバックチョップ 柵越え着地際P 中

バウンスハンマー 柵越え着地際PP 中

スライドスイープ 柵越え着地際K 下

技名 コマンド 属性

柵越え中にT
柵越え着地際T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

フロントロール ↓P+K -

アピール：カモォーン！ APL -

アピール：投げキッス →APL -

アピール：ガッツポーズ ←APL 上

閂スープレックス 上段正面投げ


