
鉄拳５ 技表 ジュリア・チャン：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
通天砲（つうてんほう）  上・中・中
前掃腿（ぜんそうたい）  下 前掃腿は立ち右キックからつながる
前掃十字把（ぜんそうじゅうじは）　  下・中
前掃連腿（ぜんそうれんたい）  下・上
前掃扇腿（ぜんそうせんたい）  下・下
蒼空砲（そうくうほう） 立ち途中に 中
烈震踏（れっしんとう）  中
斬捶（ざんすい） 立ち途中に 中
斬捶通天砲（ざんすいつうてんほう） 立ち途中に 中・中・中
突双掌（とつそうしょう）  中
崩捶（ほうすい）  中
大纒崩捶（だいてんほうすい）  中・中
膝弾（ひつだん）  中
背面取り　 ヒット後 上
双掌（そうしょう） 背面取り中 上
後掃腿（こうそうたい） しゃがみ前進始めに 下
穿弓腿（せんきゅうたい） 後掃腿中に 中
絶招通天砲（ぜっしょうつうてんほう）  ガード不能 レバーでキャンセル可
虎身肘（こしんちゅう）  中
虎身連攻（こしんれんこう）  中・中 ディレイ可
疾歩掌拳（しっぽしょうけん）  中
疾歩連肘（しっぽれんちゅう）  中・中 ディレイ可
連拳（れんけん）  上・中
疾歩崩肘（しっぽほうちゅう） しゃがんだ状態で 中
斬撃落肘（ざんげきらくちゅう） 立ち途中に 中・中 ホールド可
槍弓腿（そうきゅうたい）  中・下・中
槍弓腿（そうきゅうたい）  上・中・下・中
通天烈破（つうてんれっぱ）  上・中・中
連拳大纏崩捶（れんけんだいてんほうすい  上・中・投げ技 １発目がカウンターヒット時のみ３発つながる
連拳上段脚（れんけんじょうだんきゃく）  上・中・上
連拳下段脚（れんけんげだんきゃく）  上・中・下
斬捶前掃連腿（ざんすいぜんそうれんたい） 立ち途中に 中・下・上
斬捶前掃十字把（ざんすいぜんそうじゅうじは） 立ち途中に 中・下・中
斬捶前掃扇腿（ざんすいぜんそうせんたい） 立ち途中に 中・下・下
斬捶槍弓腿（ざんすいそうきゅうたい） 立ち途中に 中・中・下・中
崩捶上段脚（ほうすいじょうだんきゃく）  中・上
崩捶下段脚（ほうすいげだんきゃく）  中・下
迅脚前掃連腿（じんきゃくぜんそうれんたい）  上・下・上
迅脚前掃十字把（じんきゃくぜんそうじゅうじは）  上・下・中
迅脚前掃扇腿（じんきゃくぜんそうせんたい）  上・下・下
天砲（てんほう）  中
崩撃（ほうげき）  中
挑発  特殊動作
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鉄拳５ 技表 ジュリア・チャン：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
里合天腿（りごうてんたい）  上
雲閉日月把（うんぺいにちげつは）  中
紅蘭妃崩肘（こうらんひほうちゅう）  中・中・中
裏疾歩連肘（うらしっぽれんちゅう） 横移動中 中・中
閃身後掃連腿（せんしんこうそうれんたい）  下・下
霞陰掌（かいんしょう）  中
逆ワンツー  上・上
膝弾連進（ひつだんれんしん）  特中・中
金剛魄腑肘（こんごうはくふちゅう） 立ち途中に 中・中・中
止寸腿（しすんたい）  下
スィープキック  下
大極把（たいきょくは）  上
連環転腿（れんかんてんたい） 横移動中に 中・中
驚天衝腿（きょうてんしょうたい）  中
双起脚（そうききゃく）  中・中
八門遁甲（はちもんとんこう）  中・上・中
疾歩掌拳（しっぽしょうけん）～転身歩（てんしんほ） oo  中・特殊動作
転身歩（てんしんほ）  特殊動作
転身歩（てんしんほ）  特殊動作
箭疾歩（せんしっぽ） 【】 上
瞬歩発勁（しゅんぽはっけい）  中
虚蹴（きょしゅう）  下
瞬歩（しゅんぽ）  特殊動作
転身歩（てんしんほ）から出せる技
掃打（そうだ）  上
崩撃（ほうげき）  中
転身架腿鉄山靠（てんしんかたいてつざんこう）  中・中
迅脚前掃連腿（じんきゃくぜんそうれんたい）  上・下・上
迅脚前掃扇腿（じんきゃくぜんそうせんたい）  上・下・下
迅脚前掃十字把（じんきゃくぜんそうじゅうじは）  上・下・中

１０連コンボ  上・中・中・上・下・上・中・上・下・中

１０連コンボ  上・中・中・上・下・上・中・下・中・中

１０連コンボ  上・中・中・上・下・上・中・中・下・中

2/3 © 2004 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED



鉄拳５ 技表 ジュリア・チャン：投げ技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 抜け 攻撃種類 備考
デスバレーボム 接近してor  投げ技
サイドバスター 接近してor  投げ技
シーソーホイップ 接近して  投げ技
ブルドッキングヘッドロック 相手の左側面で接近してor  投げ技 orでも可
ジュリアラナ 相手の右側面で接近してor  投げ技 orでも可
ジャーマンスープレックス 背後から接近してor × 投げ技
カーフブランディング 背後から接近して × 投げ技
フルネルソンスープレックス 接近して  投げ技
マッドアックス 接近して  投げ技
フロントスープレックス 接近して  投げ技
ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックス   投げ技
サーフボードブランディング   下段投げ
フェイスクラッシャー   下段投げ
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