
◆ ◆ ◆ ◆ フレームフレームフレームフレーム表表表表のののの表記表記表記表記にににに関関関関してしてしてして Ver.9

① … 技名の列になります。基本的には「技名+何発目」と表記しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　青色青色青色青色のののの網掛網掛網掛網掛けがあるけがあるけがあるけがある技技技技はははは、、、、別別別別ページページページページにてにてにてにて詳細詳細詳細詳細なななな性能性能性能性能をををを記載記載記載記載しているしているしているしている技技技技となりますとなりますとなりますとなります。。。。
② … コマンドの列になります。対象の技の出し方になります。
③ … 対象の技の判定（上段、中段、下段、ガード不能等）を表記しております。
④ … 対象の技の発生を表記しております。最後のボタンを押下してから技が出るまでの発生になります。
　　　　括弧書きされているフレームは、最も早く入力した場合のフレーム数になります。
⑤ … 左側から、相手にガードさした場合、ヒットさせた場合、カウンターヒットさせた場合の硬直差を表記しております。
　　　　+○ならガードさせた側が、-○ならガードした側が有利となります。
　　　　なお、ダウンを奪う場合は大まかに以下のように表記しております。
　　　　　　ダ ・・・ ダウンを奪う。コンボ不可。　　　　　　　　浮 ・・・ ダウンを奪う。コンボ可。
　　　　　　崩 ・・・ 回復不能な崩れを誘発。　　　　　　　　　腹 ・・・ 回復可能な崩れを誘発。括弧内は回復した際の硬直差。
　　　　　　　　　　　　　　　　※ ※ ※ ※ 黄色黄色黄色黄色のののの網掛網掛網掛網掛けがあるけがあるけがあるけがある部分部分部分部分がががが調査済調査済調査済調査済みのみのみのみの部分部分部分部分となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外のののの部分部分部分部分はははは現在調査中現在調査中現在調査中現在調査中ですですですです。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄薄薄薄いいいい黄色黄色黄色黄色のののの網掛網掛網掛網掛けがあるけがあるけがあるけがある部分部分部分部分ははははムックムックムックムック（（（（拳怒重来拳怒重来拳怒重来拳怒重来））））ののののデータデータデータデータをををを参考値参考値参考値参考値としてとしてとしてとして記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オレンジオレンジオレンジオレンジ色色色色のののの網掛網掛網掛網掛けがあるけがあるけがあるけがある部分部分部分部分ははははムックムックムックムックののののデータデータデータデータとととと相違相違相違相違があるがあるがあるがある部分部分部分部分となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、括弧内括弧内括弧内括弧内ににににムックムックムックムックののののデータデータデータデータをををを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考値参考値参考値参考値としてとしてとしてとして、、、、記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。
⑥ … 特記事項がある場合は、*○と記載の上、詳細な内容を別ページに表記しております。
　　　　また、【Ｈ】は、ホーミング技を　【Ｂ】は、バウンド技を　【Ｃ】は、チェンジ技を表しております。

◆◆◆◆　　　　更新履歴更新履歴更新履歴更新履歴
Ver 作成･更新日 変更内容 作成・更新者
0.0.7 2012/1/23 新規作成 SiturenNina

0.8.1.1 2012/1/29
バージョンの桁数変更。
フレーム表の更新(レイハンズ等)
PickUpの更新(レイハンズ等)

SiturenNina

0.9.1.1 2012/1/30 ◆ フレーム表の記載に関して　のシートの例を修正 SiturenNina

0.9.2.2 2012/3/29
アンリミ対応1 SSSのガードフレーム修正
　　　　　　　　　ヒールストロークのガード、ヒットフレーム修正
PickUpのレイハンズの内容修正

SiturenNina

1.9.3.2 2012/4/1
カウンター等の詳細フレーム追加
初公開

SiturenNina

1.9.3.3 2012/4/2 PickUpのマクナスフォール、レイハンズの内容修正 SiturenNina

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　フレームフレームフレームフレーム表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 発生発生発生発生 ガードガードガードガード ヒットヒットヒットヒット CHCHCHCH 備考備考備考備考

ワンツーパンチ1発目 上 10 +1 +8 +8

ワンツーパンチ2発目 上,上 -1 +5 +5 *1

スパークコンボ3発目 上,上,上 -3 +4 +4 *2

スパークコンボ4発目 上,上,上,下 -14 -2 -2 *2

ワンツー
&スパイダーニー3発目

上,上,中 -14 -3 -3 *2、*3

トリプルスマッシュ3発目 上,上,上 -12 ダ ダ *2

連撃双掌破(1)3発目
(れんげきそうしょうは1)

上,上,中 -17 ダ ダ *2

連撃双掌破(2)4発目
(れんげきそうしょうは2)

上,上,上,上 -10 +1 +1 *2

連撃双掌破(2)5発目
(れんげきそうしょうは2)

上,上,上,上,中 -17 ダ ダ *2

PKコンボ2発目 上,上 -6 -6 崩

PKコンボ
～アサシンブレード3発目

上,上,中 -12 ±0 腹(+7)

PKコンボ
～デスサイス3発目

上,上,下 -26 -6 浮

逆ワンツーパンチ1発目
(ぎゃくわんつーぱんち)

上 10 +1 +7 +7

逆ワンツーパンチ2発目
(ぎゃくわんつーぱんち)

上,上 -3 +4 +4

クイックスパークコンボ3発目 上,上,下 -14 -2 -2

ライトストレート
&スパイダーニー2発目

上,中 -14 -3 -3 *3

ダブルスマッシュ2発目 上,上 -12 ダ ダ

クイック連撃双掌破2発目
(くいっくれんげきそうしょうは)

上,中 -17 ダ ダ

レフトハイキック 上 14 -16 -5 -5

スパイクコンボ2発目 上,下 -18 -7 -7

スパイクコンボ
&ライトアッパー3発目

上,下,中 -13 浮 浮 【C】

スパイクコンボ
&ライトハイキック3発目

上,下,上 -6 +5 ダ

スパイクコンボ
&ライトローキック3発目

上,下,下 -19 -3 -3

レフトハイ
&ライトハイキック2発目

上,上 -12 ダ 崩

レフトハイキック～右側転
(～みぎそくてん)

上,特殊 14 -25 -14 -14

レフトハイキック～右側転
～しゃがみ

上,特殊 14 -25 -14 -14

レフトハイキック～螺旋双破
(～らせんそうは)

上,特殊,中 -10 ダ ダ

ライトハイキック 上 11 -9 +8 浮

ライトハイキック&
レフトスピンローキック2発目

上,下 -17 -3 -3

ジャミングコンボ
&ライトアッパー3発目

上,下,中 -13 浮 浮 【C】

ジャミングコンボ
&ライトハイキック3発目

上,下,上 -6 +5 ダ

ジャミング&ハーリング
キックコンボ3発目

上,下,上 -6 +5 +5

ジャミング&ハーリング
キックコンボ4発目

上,下,上,中 -7 +2 +2

ジャミングコンボ
&ライトローキック3発目

上,下,下 -19 -3 -3

ライトハイキック～左側転
(～ひだりそくてん)

上,特殊 -29 -18 ダ
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　フレームフレームフレームフレーム表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 発生発生発生発生 ガードガードガードガード ヒットヒットヒットヒット CHCHCHCH 備考備考備考備考

ライトハイキック～
左側転～しゃがみ

上,特殊 -29 -18 ダ

ライトハイキック～螺旋双破
(～らせんそうは)

上,特殊,中 -10 ダ ダ

アイボリーカッター1,2発目 中中 15 -6 +3 +6 【B】

マクナスフォールマクナスフォールマクナスフォールマクナスフォール1111発目発目発目発目 上 13 -3 +8 +8

マクナスフォールマクナスフォールマクナスフォールマクナスフォール2222発目発目発目発目 上,中 -13 -6 崩

マクナスフォールマクナスフォールマクナスフォールマクナスフォール3333発目発目発目発目 上,中,中 -12 +1 ダ 【B】

レプラホーンキック1,2発目 上上 14 +6 ダ 崩

スイーパーコンボ･
クローズ1発目

上 16 -12 -3 -1

スイーパーコンボ･
クローズ2発目

上,中 -14 浮 浮

スイーパーコンボ･
クローズ3発目

上,中,中 -14 ダ ダ 【B】

ダブルウィップ2発目 上,上 +1 +1 ダ

双掌破
(そうしょうは)

中 19 -17 ダ ダ *4

アッパーストレート1発目 中 13 -1 +5 +5

アッパーストレート2発目 中,上 -3 +2 +9 *5

アッパー 中 15 -7 浮(+4) 浮 *20

フラッシュコンボ1発目 中 14 -11 +1 +1

フラッシュコンボ2発目 中,上 -8 +3 +3

フラッシュコンボ2発目
～キャンセル横移動

                  or 中,特殊 -19 -7 -7

フラッシュコンボ3発目 中,上,上 -10 +1 +1

アサルトコンボ4発目 中,上,上,中 -17 ダ ダ

クリークアタックコンボ2発目 中,上 +1 +2 +12

クリークアタックコンボ3発目 中,上,上 -3 +4 +4

クリークアタックコンボ4発目 中,上,上,下 -14 -2 -2

クリークアタック
&ディバインキャノン3発目

中,上,中 -18 浮 浮 【C】

クリークアタック
&ライトハイキック3発目

中,上,上 -12 ダ ダ

クリークアタック
&レフトローキック3発目

中,上,下 -14 -3 -3

クリークアタック&レフト
ローライトアッパー4発目

中,上,下,中 -13 浮 浮 【C】

クリークアタック&レフト
ローライトハイキック4発目

中,上,下,上 -6 +5 浮

クリークアタック2発目
～横移動

                  or 中,上,特殊 ±0 +1 +11

ラビットキックコンボ2発目 中,上 -14 -3 -3

ラビットキックコンボ3発目 中,上,上 -14 -3 -3

ラビットキックコンボ4発目 中,上,上,上 -12 ダ 崩

ディグリーズアタック2発目 中,上 -4 +7 +7

ディグリーズアタック
･アサルト3発目

中,上,下 -12 +5 浮

ディグリーズアタック
･ハンター3,4発目

中,上,中中 -10 ダ ダ
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　フレームフレームフレームフレーム表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 発生発生発生発生 ガードガードガードガード ヒットヒットヒットヒット CHCHCHCH 備考備考備考備考

レフトミドル
&ライトハイキック2発目

中,上 -12 ダ 崩

フロントキック 中 12 -4 +7 +7

レイハンズ1,2発目 中中 16 -6(-4) +7(+8) 腹(+14G) 【H】

シットトリプルコンボ1発目 特中 10 -5 +6 +6 *6

シットトリプルコンボ2発目 特中,特中 -6 +5 +5 *7

シットトリプルコンボ3発目 特中,特中,中 -10 +1 +1 *8

レイブキック2発目 特中,中 -11 ±0 ±0 *9

カットスロート1発目 下 20 -12 -6 -1

カットスロート2発目 下,上 -8 ダ 崩

シットスピンキック 下 16 -17 -3 -3 *10

シットスピン
&ライトアッパー2発目

下,中 -13 浮 浮 【C】

シットスピン&ハーリング
キックコンボ2発目

下,上 -6 +5 +5

シットスピン&ハーリング
キックコンボ3発目

下,上,中 -7 +2 +2

レッグブレイクコンボ2発目 下,下 -19 -3 -3

ライトローキック 下 12 -13 -2 -2 *11

ライトローキック
&バックスピンチョップ2発目

下,上 ±0 +6 +11 *12

サイドステップスタッブ 中 24 -8 ダ 崩 【H】

ヒールストローク 下 20 -13 +3 ダ

スライサー 下 16

ディバイン
キャノンコンボ2発目

下,中 -16 浮 浮 【C】

ハンティングスワン ガ不 65 崩 崩 崩 *13

ディバインキャノン 中 19 -17 浮 浮 【C】

キリングブレード 中 20 -18 崩 崩

ビンタ 上 12 -14 -3 -3

往復ビンタ 上,上 -4 +2 +2

BBラッシュ3発目 上,上,上 -11 ダ ダ *12

スティンガーレフトスティンガーレフトスティンガーレフトスティンガーレフト
ヒールコンボヒールコンボヒールコンボヒールコンボ1111発目発目発目発目

中 18 -8 +3 +8

スティンガーレフトスティンガーレフトスティンガーレフトスティンガーレフト
ヒールコンボヒールコンボヒールコンボヒールコンボ2222発目発目発目発目

中,上 -9 ダ 崩

スティンガーライトヒール 上 14 -7 +11 +18 *21

震通掌破1,2発目
(しんつうしょうは)

中,中 18 -7 ダ ダ *14

リバースアイボリーカッター 中中 16 -17 浮 浮 【C】

スカルスプリッター 中 26 -6 浮 浮

ステープラーウィップ1発目 中 18 -10 +1 +1

ステープラーウィップ2発目 中,中 -13 +1 浮 【B】

カタパルトキック 中 14 -15 -4 -4
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　フレームフレームフレームフレーム表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 発生発生発生発生 ガードガードガードガード ヒットヒットヒットヒット CHCHCHCH 備考備考備考備考

カタパルトキック 中 14 -15 ダ ダ

カタパルトキック 中 14 -10 ダ ダ

ハンティングキックコンボ1発目 上 18 -11 -3 -3

ハンティングキックコンボ2発目 上,下 -19 -8 -8

ハンティングキックコンボ3発目 上,下,上 -6 +5 ダ

ハンティングキックコンボ3発目
～キャンセル横移動

                      or 上,下,特殊 -5 +6 +6

ルーイナスヒール 中 23 -9 +3 浮

ルーイナスヒール 中 23 -4 +3 浮 【B】

ランディングキック 下 43 -18 -7 -7

ランディングキック
&ライトアッパー2発目

下,中 -13 浮 浮 【C】

ランディングキック
&レフトミドルキック2発目

下,中 -14 -3 -3

ランディングキック
&ライトハイキック2発目

下,上 -6 +5 +5

サンセットハンドサンセットハンドサンセットハンドサンセットハンド 上 14(15) -9 ダ ダ

ファールキック 中 15(16) -14 +9 崩

ニールキック 中 28(29) +16G -1 -1 *15

ニールキック(遠距離) 中 28(29) -6 -6 -6

ニールキック～受け身
(にーるきっく～うけみ)

中,特殊 28(29) +19G

双掌烈破
(そうしょうれっぱ)

中 19(20) -17 ダ ダ

双掌烈破(ホールド)
(そうしょうれっぱほーるど)

    　　　　　（ホールド） 中 +4 ダ ダ

レッグスイープ 下 26(28) -37 ダ ダ

レッグスイープ(しゃがみ) しゃがみ中 下 26(27) -37 ダ ダ

スウェー 特殊

ジグソーヒール 中 29(31) -14 浮 浮 【C】

失脚 上投

デビルキッス 上ガ不 40(45) +33 +33 +33 *16

ボーンカッター 中 23 -18 ダ ダ *17*22

フラッピング
バタフライ1発目

立ち途中に 中 13 -6 +5 +5

フラッピング
バタフライ2,3発目

立ち途中に 中,上上 -11 ダ ダ

パームアッパー 立ち途中に 中 15 -13 浮 浮 【C】

スパイダーニー 立ち途中に 中 18 -14 -3 -3 *3

トゥースマッシュ 立ち途中に 中 11 -4 +7 +7

フラッシングエスケープ 立ち途中に 中,上 -8 ダ 崩

ヘルプハンド 立ち途中に 中 14 -5 +6 崩

フローズンキック1発目 しゃがみ中に 特中 11 -4 +7 +7

フローズンキック2発目 しゃがみ中に 特中,中 -10 +1 +1
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　フレームフレームフレームフレーム表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 発生発生発生発生 ガードガードガードガード ヒットヒットヒットヒット CHCHCHCH 備考備考備考備考

シェイクショット 横移動中に 中 14(23) -10 +3 +3

シェイクショット～掌握ステップ
(～しょうあくすてっぷ)

横移動中に 中,特殊 +10 +23G +23G

シェイクショット～スウェー 横移動中に 中,特殊 +8 +21G +21G

ダブルショット2発目 横移動中に 中,中 -6 ±0 ±0

リフトショット 横移動中に 中 13(22) -14 浮 浮

水面刈り
(すいめんがり)

横移動中に 下 20(29) -23 +6 浮

螺旋双破
(らせんそうは)

横移動中に 中 19(28) -10 ダ ダ

エンプレスヒール 相手ダウン中に 下(ダウン攻撃) 17 -17 -8 -8 *18

返し技 返し技 *19

掌握ステップからの連携
掌握ステップ
(しょうあくすてっぷ)

特殊

掌握
(しょうあく)

上投 12(14) - ±0 -

蟹挟み
(かにばさみ)

上投 12(14) - - -

ヘルブリンガー 中 20(22) -11 浮 浮 【C】

鰓斬り
(あぎとぎり)

中 20(22) -8 ダ ダ

サイドスリップ 下 19(21) -20 ±0 ダ

シャムロックシャムロックシャムロックシャムロック1111発目発目発目発目 中 17(17) -8 +6 +6

シャムロックシャムロックシャムロックシャムロック2222発目発目発目発目 中,上 -9 -3 -3

シャムロックシャムロックシャムロックシャムロック3333発目発目発目発目 中,上,上 -4 ダ 崩
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　備考備考備考備考

*1  背向け中　　　or　　　からもシフト可

*2  　　　　 、背向け中　　　or　　　からもシフト可

*3　正面ヒット時に　　　で腕挫腹固めへ、+10ダメージ

*4　ｏｒ　立ち途中に

*5　ライトパンチ(RP)からの派生技にシフト可

*6　ｏｒ　しゃがみ中に

*7　ｏｒ　しゃがみ中に

*8　ｏｒ　しゃがみ中に

*9　ｏｒ　しゃがみ中に

*10 ｏｒ　しゃがみ中に

*11 ｏｒ　しゃがみ中に

*12  　　(ｏｒ　　 )で横移動へ

*13 　　　　でキャンセル可

*14 2回目の判定は、1発目がヒットした場合のみ派生

*15 空振り時に受身を取らないと、自分が5ダメージ受ける

*16 ヒット時、くらった側は　　でダウン選択可

*17 正面、なおかつ近距離立ちヒット時に飛びつきアキレス腱固めに移行、+18ダメージ

*18 ヒットフレームは踏みつけにならなかった場合

*19 ｏｒ

*20 括弧内は、しゃがみヒット時

*21 ノーマルヒット時、くらった側は　　でダウン選択可

*22 ｏｒ　走り中に　　　ｏｒ
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up !!!!!!!!
◆ ◆ ◆ ◆ マクナスフォールマクナスフォールマクナスフォールマクナスフォール

TAG2から追加された三段技。一発目の発生は13フレームで、リーチが長い。
三発目はバウンド技となっている。

一発目と二発目、二発目と三発目両方にディレイをかけることが可能。
一発目と二発目の間は、カウンターヒット時のみ連続ヒット。二発目と三発目の間は、
通常ヒット時ノーディレイに限り連続ヒットし相手をバウンドさせることが可能。
つまり、一発目カウンターヒットかつ二発目三発目間ノーディレイに限り全段連続ヒット。

二発目カウンターヒット時は崩れを誘発する。
この場合三発目にどれだけディレイをかけても連続ヒットし相手をバウンドさせる。

二発目をガードされた状態でカウンター狙いの三発目を出す場合、ディレイをかけすぎると
発生の早い技で割り込まれたり、横移動で避けられてしまうため、若干注意が必要となる。

反応や目がいい人は、一発目のみ出して状況確認＞カウンターなら出し切りとか出来そうではある。

また、コンボパーツとしては、2刻みまでなら角度を選ばずバウンドにまで持っていくことが
可能なため、ニーナの中では優秀な部類。

スカルス>フラ>左アパ>マクナス>クリーク2>ファール　や　RK>R&B>マクナス>クリーク2>ファール
このあたりのコンボが、使用方法の代表例かと思われる。

◆ ◆ ◆ ◆ シャムロックシャムロックシャムロックシャムロック
掌握ステップからの技と記載はしているものの、他の技に比べ格段に先行入力が利くため
実はコマンド技の位置付けでは無いかと考えている。硬直中に入力することで、掌握ステップを
経由せずに技が出ているところもそのように思わせる要素である。
（なお、鰓切りやサイドスリップは、掌握ステップを必ず経由して技が出る。
　ちなみに、公式の技表にはそもそも"掌握ステップからの技"といった記載が無い。）
つまり、硬直中の先行入力を含めた最速の技の発生も最後のボタンを押してからの発生も
17フレであると思われる。（家庭用が出れば簡単に解決するのだが…。）

◆ ◆ ◆ ◆ レイハンズレイハンズレイハンズレイハンズ
カウンター時に腹崩れを誘発する。これに対し喰らった側は、4or6にレバーを入れることで
回復することが可能。回復が成功した場合、ガードのできる状態でニーナ側が14フレ有利となる。
なお、このガード可能な14フレ間はしゃがむことが出来ないため、首狩りを含む投げ、発生12フレの
ローキックが確定する。

カウンター時回復をしなかった場合は、非常に長い時間立ち状態であるため様々な追い討ちが可能。
発生26フレのスカルスプリッターも地上ヒットするため、コンボに持ち込むことが可能。

◆ ◆ ◆ ◆ ディグリーズアタックディグリーズアタックディグリーズアタックディグリーズアタック系系系系
◆ ◆ ◆ ◆ スティンガーレフトヒールコンボスティンガーレフトヒールコンボスティンガーレフトヒールコンボスティンガーレフトヒールコンボ
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　ダメージダメージダメージダメージ表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 100%100%100%100% 135%135%135%135% 135*110%135*110%135*110%135*110%

ワンツーパンチ 上,上 7･10 9･13 9･14

スパークコンボ 上,上,上,下 7･10･6･8 9･13･8･10 9･14･8･11

ワンツー&スパイダーニー 上,上,中 7･10･15 9･13･20 9･14･22

トリプルスマッシュ 上,上,上 7･10･22 9･13･29 9･14･31

連撃双掌破(1)
(れんげきそうしょうは1)

上,上,中 7･10･22 9･13･29 9･14･31

連撃双掌破(2)
(れんげきそうしょうは2)

上,上,上,上,中 7･10･6･6･22 9･13･8.･8･29 9･14･8･8･31

PKコンボ
～アサシンブレード

上,上,中 10･15･21 13･20･28 14･22･30

PKコンボ
～デスサイス

上,上,下 10･15･18 13･20･26 14･22･26

逆ワンツーパンチ
(ぎゃくわんつーぱんち)

上,上 10･6 13･8 14･8

クイックスパークコンボ 上,上,下 10･6･8 13･8･10 14･8･11

ライトストレート
&スパイダーニー

上,中 10･15 13･20 14･22

ダブルスマッシュ 上,上 10･22 13･29 14･31

クイック連撃双掌破
(くいっくれんげきそうしょうは)

上,中 10･22 13･29 14･31

スパイクコンボ
&ライトアッパー

上,下,中 18･10･10 24･13･13 26･14･14

スパイクコンボ
&ライトハイキック

上,下,上 18･10･20 24･13･27 26･14･29

スパイクコンボ
&ライトローキック

上,下,下 18･10･7 24･13･9 26･14･9

レフトハイ
&ライトハイキック

上,上 18･15 24･20 24･22

レフトハイキック～右側転
(～みぎそくてん)

上,特殊 18 24 24

レフトハイキック～螺旋双破
(～らせんそうは)

上,特殊,中 18･22 24･29 24･31

ライトハイキック&
レフトスピンローキック

上,下 15･13 20･17 22･18

ジャミングコンボ
&ライトアッパー

上,下,中 15･13･10 20･17･13 22･18･14

ジャミングコンボ
&ライトハイキック

上,下,上 15･13･20 20･17･27 22･18･29

ジャミング&ハーリング
キックコンボ

上,下,上,中 15･13･18･20 20･17･24･27 22･18･24･29

ジャミングコンボ
&ライトローキック

上,下,下 15･13･7 20･17･9 22･18･9

ライトハイキック～左側転
(～ひだりそくてん)

上,特殊 15 20 22

ライトハイキック～螺旋双破
(～らせんそうは)

上,特殊,中 15･22 20･29 22･31

アイボリーカッター 中中 6･18 8･24 8･26

マクナスフォール 上,中,中 12･12･20 16･16･27 17･17･29

レプラホーンキック 上上 13･17 17･22 18･24

スイーパーコンボ･
クローズ

上,中,中 14･13･20 18･17･27 19･18･29

ダブルウィップ 上,上 14･16 18･21 19･23

双掌破
(そうしょうは)

中 24 32 35

アッパーストレート 中,上 13･10 17･13 18･14

アッパー 中 12 16 17

フラッシュコンボ 中,上,上 13･10･6 17･13･8 18･14･8
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　ダメージダメージダメージダメージ表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 100%100%100%100% 135%135%135%135% 135*110%135*110%135*110%135*110%

アサルトコンボ 中,上,上,中 13･10･6･22 17･13･8･29 18･14･8･31

クリークアタックコンボ 中,上,上,下 13･12･6･8 17･16･8･10 18･17･8･11

クリークアタック
&ディバインキャノン

中,上,中 13･12･21 17･16･28 18･17･30

クリークアタック
&ライトハイキック

中,上,上 13･12･22 17･16･29 18･17･31

クリークアタック&レフト
ローライトアッパー

中,上,下,中 13･12･10･10 17･16･13･13 18･17･14･14

クリークアタック&レフト
ローライトハイキック

中,上,下,上 13･12･10･20 17･16･13･27 18･17･14･29

ラビットキックコンボ 中,上,上,上 13･6･8･15 17･8･10･20 18･8･11･29

ディグリーズアタック
･アサルト

中,上,下 13･21･18 17･28･24 18･30･26

ディグリーズアタック
･ハンター

中,上,中中 13･21･8･21 17･28･10･28 18･30･11･30

レフトミドル
&ライトハイキック

中,上 13･15 17･20 18･22

フロントキック 中

レイハンズ 中中 5･10 6･13 6･14

シットトリプルコンボ 特中,特中,中 5･8･10 6･10･13 6･11･14

レイブキック 特中,中 5･10 6･13 6･14

カットスロート 下,上 15･20 20･27 22･29

シットスピン
&ライトアッパー

下,中 12･10 16･13 17･14

シットスピン&ハーリング
キックコンボ

下,上,中 12･18･20 16･24･27 17･24･29

レッグブレイクコンボ 下,下 12･7 16･9 17･9

ライトローキック
&バックスピンチョップ

下,上 7･10 9･13 9･14

サイドステップスタッブ 中 20 27 29

ヒールストローク 下 16 21 23

スライサー 下 5 6 6

ディバイン
キャノンコンボ

下,中 5･21 6･28 6･30

ハンティングスワン ガ不 45 60 66

ディバインキャノン 中 21 28 30

キリングブレード 中 15 20 22

BBラッシュ 上,上,上 12･14･20 16･18･27 17･19･29

スティンガーレフト
ヒールコンボ

中,上 16･20 21･27 23･29

スティンガーライトヒール 上 15 20 22

震通掌破
(しんつうしょうは)

中,中 6･26 8･35 8･38

リバースアイボリーカッター 中中 4･14 5･18 5･19

スカルスプリッター 中 18 24 26

ステープラーウィップ 中,中 13･16 17･21 18･23

カタパルトキック 中 20 27 29

ハンティングキックコンボ 上,下,上 23･10･14 31･13･18 34･14･19
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◆◆◆◆　　　　ニーナニーナニーナニーナ　　　　ダメージダメージダメージダメージ表表表表
技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 判定判定判定判定 100%100%100%100% 135%135%135%135% 135*110%135*110%135*110%135*110%

ルーイナスヒール 中 21 28 30

ランディングキック
&ライトアッパー

下,中 15･10 20･13 22･14

ランディングキック
&レフトミドルキック

下,中 15･15 20･20 22･22

ランディングキック
&ライトハイキック

下,上 15･18 20･24 22･26

サンセットハンド 上 20 27 29

ファールキック 中 25 33 36

ニールキック 中 20 27 29

双掌烈破
(そうしょうれっぱ)

中 26 35 38

双掌烈破(ホールド)
(そうしょうれっぱほーるど)

    　　　　　（ホールド） 中

レッグスイープ 下 22 29 31

ジグソーヒール 中 22 29 31

デビルキッス 上ガ不 0 0 0

ボーンカッター 中 20 27 29

フラッピング
バタフライ

立ち途中に 中,上上 14･6･13 18･8･17 19･8･18

パームアッパー 立ち途中に 中 15 20 22

スパイダーニー 立ち途中に 中 15 20 22

フラッシングエスケープ 立ち途中に 中,上 15･24 20･32 22･35

ヘルプハンド 立ち途中に 中 13 17 18

フローズンキック しゃがみ中に 特中,中 8･10 10･13 11･14

シェイクショット 横移動中に 中 15 20 22

ダブルショット 横移動中に 中,中 15･15 20･20 22･22

リフトショット 横移動中に 中 15 20 22

水面刈り
(すいめんがり)

横移動中に 下 17 22 24

螺旋双破
(らせんそうは)

横移動中に 中 22 29 31

エンプレスヒール 相手ダウン中に 下(ダウン攻撃) 16 21 23

掌握ステップからの連携

ヘルブリンガー 中 21 28 30

鰓斬り
(あぎとぎり)

中 25 33 36

サイドスリップ 下 15 20 22

シャムロック 中,上,上 15･10･22 20･13･29 22･14･31
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