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操作 カテゴリ 技名 主攻撃 副攻撃 メモ
立ち（小技） パンチ パンチ 突き技 突き技

アメリカンジャブ 突き技 ラフ攻撃
ジャブ 突き技 突き技
ストレート 突き技 突き技

チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技
張り手 顔張り手 突き技 ラフ攻撃

胸張り手 突き技 突き技
掌底 突き技 突き技
ストレート掌底 突き技 突き技

キック キック ラフ攻撃 蹴り技
トーキック ラフ攻撃 蹴り技
サイキック ラフ攻撃 蹴り技
前蹴り ラフ攻撃 蹴り技
ローキック 蹴り技 蹴り技
下段蹴り 蹴り技 蹴り技
ムエタイローキック 蹴り技 蹴り技
ミドルキック 蹴り技 蹴り技
中段蹴り 蹴り技 蹴り技
ムエタイミドルキック 蹴り技 蹴り技

立ち（中技） パンチ アメリカンフック 突き技 ラフ攻撃
フック 突き技 突き技
裏拳 突き技 突き技
コンビネーション３ 突き技 突き技 左ジャブ→右ストレート

チョップ 袈裟斬りチョップ 突き技 馬力
エルボー エルボーパット 突き技 突き技
張り手 フック掌底 突き技 突き技
キック フロントハイキック 馬力 蹴り技

ヘビーキック 馬力 蹴り技
ハイキック 蹴り技 蹴り技
ムエタイハイキック 蹴り技 蹴り技
上段蹴り 蹴り技 蹴り技
ブラジリアンキック 蹴り技 蹴り技
トラースキック 蹴り技 蹴り技
ソバット 瞬発力 蹴り技
ローリングソバット 瞬発力 蹴り技
コンビネーション１ 蹴り技 突き技 左ジャブ→左ジャブ→右ローキック
コンビネーション２ 蹴り技 突き技 左ジャブ→右ミドルキック

ヘッドバット ノータッチヘッドバット ラフ攻撃 馬力
立ち（大技） パンチ ロシアンフック 突き技 総合系攻撃
立ち（小・中） アッパー 突き技 突き技

ダッシュストレート 突き技 突き技
チョップ 強逆水平チョップ 突き技 突き技

ローリング袈裟斬りチョップ 突き技 突き技
エルボー ローリングエルボー 突き技 突き技
ラリアット 腕パンチ 腕力 馬力

ラリアットアタック 腕力 馬力
叩きつけラリアット 瞬発力 馬力
ローリングラリアット 腕力 瞬発力

張り手 アッパー掌底 突き技 突き技
踏み込み掌底 突き技 腕力



ローリング掌底 突き技 突き技
キック 強ローキック 蹴り技 蹴り技

上段後ろ回し蹴り 蹴り技 蹴り技
上段飛び後ろ回し蹴り 蹴り技 瞬発力
逆回し蹴り 蹴り技 蹴り技
踵落とし 蹴り技 攻撃テクニック
二段蹴り 蹴り技 馬力
ドロップキック 瞬発力 蹴り技
正面飛びドロップキック 瞬発力 蹴り技
一回転ドロップキック 瞬発力 蹴り技
ハイアングルドロップキック 瞬発力 蹴り技
ジャンピングハイキック 瞬発力 蹴り技
延髄斬り 瞬発力 蹴り技
ニールキック 蹴り技 瞬発力
フライングニールキック 蹴り技 瞬発力
スクリューハイキック 瞬発力 蹴り技
飛び膝蹴り 蹴り技 瞬発力
浴びせ蹴り 瞬発力 蹴り技
大車輪キック 蹴り技 瞬発力
オーバーヘッドキック 瞬発力 蹴り技

タックル スピアー 馬力 瞬発力
フットボールタックル 馬力 瞬発力

フェイスバスター 飛びつきコンプリートショット 瞬発力 馬力
カッター 飛びつきカッター 瞬発力 馬力
腕関節技 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック

トラップ式腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
足関節技 飛びつき前方回転裏膝十字固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
丸め込み技 飛びつき前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力
反則技 毒霧 ラフ攻撃 攻撃テクニック

ビッグファイヤー ラフ攻撃 ラフ攻撃
ラフ攻撃 低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技
エンターテイメント 呪文 エンタメ攻撃 エンタメ攻撃
ポジションチェンジ 両足タックル 総合系攻撃 瞬発力

走り（小技） パンチ ダッシュストレート 突き技 突き技
走り（中技） スーパーマンパンチ 瞬発力 突き技
走り（大技） チョップ ランニングクロスチョップ 突き技 馬力

ブレイジングチョップ 突き技 馬力
フライングクロスチョップ 瞬発力 突き技

エルボー エルボーパット 瞬発力 突き技
ジャンピングエルボー 瞬発力 突き技
かち上げエルボースマッシュアタック 瞬発力 突き技

ラリアット ラリアット 腕力 馬力
クローズライン 腕力 馬力
叩きつけラリアット 瞬発力 腕力
引き倒しラリアット 瞬発力 馬力
浴びせ倒しラリアット 馬力 腕力
ぶん殴りラリアット 馬力 腕力
元祖ラリアット 腕力 馬力
アックスボンバー 腕力 瞬発力
元祖アックスボンバー 馬力 腕力
フライングラリアット 瞬発力 腕力

張り手 胸張り手 突き技 突き技
踏み込み掌底 突き技 腕力

キック キチンシンク 馬力 馬力
ジャンピングニーパット 馬力 瞬発力



Ｖトリガー 蹴り技 瞬発力
トーキック ラフ攻撃 蹴り技
フロントキック ラフ攻撃 蹴り技
フロントハイキック 馬力 蹴り技
ステップ式ビックブーツ 蹴り技 馬力 スターダム(19/8/23)
ジャンピングフロントハイキック 馬力 蹴り技
二段蹴り 蹴り技 馬力
ドロップキック 瞬発力 蹴り技
正面飛びドロップキック 瞬発力 蹴り技
一回転ドロップキック 瞬発力 蹴り技
スーパードロップキック 瞬発力 蹴り技
ゼロ戦キック 瞬発力 蹴り技
稲妻レッグラリアート 瞬発力 馬力
ニールキック 蹴り技 瞬発力
フライングニールキック 瞬発力 蹴り技
スクリューハイキック 瞬発力 蹴り技
ハイジャンプ飛び膝蹴り 瞬発力 蹴り技
飛び膝蹴り 蹴り技 瞬発力

ヘッドバット ノータッチヘッドバット ラフ攻撃 馬力
フライングヘッドアタック 瞬発力 馬力

タックル ショルダータックル 馬力 瞬発力
スピアー 馬力 瞬発力
フットボールタックル 馬力 瞬発力
フライングショルダーアタック 瞬発力 馬力

後頭部叩き付け 輪廻転生 瞬発力 攻撃テクニック
フェイスバスター フェイスクラッシャー 瞬発力 馬力

コタロークラッシャー 瞬発力 馬力 新日Jr.DLC(19/3/14)
ホイールバロー・ブルドッグ 瞬発力 馬力

ネックブリーカー ランニングネックブリーカードロップ 馬力 瞬発力
ジャンピングネックブリーカードロップ 瞬発力 馬力
スリングブレイド 瞬発力 馬力

スパインバスター 大外刈りボンバー 投げ技 馬力
ＤＤＴ 飛びつきＤＤＴ 馬力 瞬発力

回り込みＤＤＴ 瞬発力 攻撃テクニック
エセックス・デストロイヤー 瞬発力 攻撃テクニック 新日Jr.DLC(19/3/14)

腕関節技 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
足関節技 飛びつき前方回転裏膝十字固め 関節技 攻撃テクニック
丸め込み技 飛びつき前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力

ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
足交差式飛びつき前方回転エビ固め 瞬発力 攻撃テクニック
高角度ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
フランケンシュタイナー 瞬発力 攻撃テクニック

ボディアタック ボディスプラッシュ 瞬発力 馬力
挟み込みボディアタック 馬力 馬力
フライングボディアタック 瞬発力 馬力
フライングボディシザースドロップ 馬力 瞬発力
ジャンピングヒップアタック 瞬発力 馬力

ホイップ 人工衛星ヘッドシザースホイップ 攻撃テクニック 瞬発力
フランケンシュタイナーホイップ 瞬発力 攻撃テクニック
デジャヴ 瞬発力 攻撃テクニック

ラフ攻撃 低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技
旋回式アームブリーカー 瞬発力 馬力
旋回式アームブリーカーＢ 瞬発力 馬力

ポジションチェンジ 両足タックル 総合系攻撃 瞬発力
バックに回る 攻撃テクニック 攻撃テクニック



カウンター（小技） パンチ パンチ 突き技 突き技
カウンター（中技） ナックルパート ラフ攻撃 突き技
カウンター（大技） ストレート 突き技 突き技

フック 突き技 突き技
ロシアンフック 突き技 総合系攻撃
アッパー掌底 突き技 突き技
裏拳 突き技 突き技
ダッシュストレート 突き技 突き技

チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技
強逆水平チョップ 突き技 突き技
袈裟斬りチョップ 突き技 馬力
ローリング袈裟斬りチョップ 突き技 突き技

エルボー エルボーパット 突き技 突き技
ローリングエルボー 突き技 突き技
背面エルボー 突き技 瞬発力

ラリアット ラリアットアタック 腕力 馬力
叩きつけラリアット 瞬発力 腕力
元祖ラリアット 腕力 馬力

張り手 顔張り手 突き技 ラフ攻撃
胸張り手 突き技 突き技
掌底 突き技 突き技
ストレート掌底 突き技 突き技
フック掌底 突き技 突き技
アッパー掌底 突き技 突き技
踏み込み掌底 突き技 腕力

キック キチンシンク 馬力 馬力
キック ラフ攻撃 蹴り技
サイキック ラフ攻撃 蹴り技
トーキック ラフ攻撃 蹴り技
トーキックＢ ラフ攻撃 蹴り技
前蹴り ラフ攻撃 蹴り技
フロントハイキック 馬力 蹴り技
ヘビーキック 馬力 蹴り技
ジャンピングフロントハイキック 馬力 蹴り技
トラースキック 蹴り技 蹴り技
ソバット 瞬発力 蹴り技
ローリングソバット 瞬発力 蹴り技
下段蹴り 蹴り技 蹴り技
ローキック 蹴り技 蹴り技
ムエタイローキック 蹴り技 蹴り技
中段蹴り 蹴り技 蹴り技
ミドルキック 蹴り技 蹴り技
ムエタイミドルキック 蹴り技 蹴り技
スピンキック 蹴り技 瞬発力
上段後ろ回し蹴り 蹴り技 蹴り技
逆回し蹴り 蹴り技 蹴り技
二段蹴り 蹴り技 馬力
ドロップキック 瞬発力 蹴り技
正面飛びドロップキック 瞬発力 蹴り技
一回転ドロップキック 瞬発力 蹴り技
ハイアングルドロップキック 瞬発力 蹴り技
飛び膝蹴り 蹴り技 瞬発力

ヘッドバット ノータッチヘッドバット 突き技 突き技
後頭部叩き付け 元祖フランケンシュタイナー 瞬発力 馬力

逆一本背負い 瞬発力 馬力



フェイスバスター フラップジャック 瞬発力 馬力
カッター メキシカンカッター 瞬発力 馬力
チョークスラム 喉輪落とし 腕力 馬力
スパインバスター スクラップバスター 馬力 馬力

スパインドロップ 馬力 腕力
スパインバスター 瞬発力 馬力
捻り式スパインバスター 瞬発力 馬力
スパインボム 瞬発力 馬力

胴体叩きつけ リフトアップスラム 腕力 馬力
リフトホイップ 腕力 馬力
バックフリップ 瞬発力 馬力
サイドバスター 腕力 馬力
ティルトスラム 腕力 馬力
パワースラム 瞬発力 馬力
パワースラムＢ 瞬発力 馬力
グラウンドスパニッシュ・フライ 瞬発力 馬力
水車落とし 瞬発力 馬力
横投げバックフリップ 瞬発力 馬力

ＤＤＴ 飛びつきジャンピングＤＤＴ 馬力 瞬発力
スープレックス フロントスープレックス 投げ技 瞬発力

裏投げ 投げ技 瞬発力
エクスプロイダー 投げ技 瞬発力

パワーボム ポップアップパワーボム 馬力 腕力
ポップアップジャンピングボム 馬力 腕力
ペンデュラムボム 馬力 腕力

腕関節技 脇固め 攻撃テクニック 関節技
飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック

首絞め技 スリーパーホールド 絞め技 絞め技
ドラゴンスリーパー 絞め技 絞め技

バックブリーカー 肩担ぎベアハッグ 絞め技 絞め技
風車式アルゼンチンバックグリーカー 馬力 絞め技
風車式バックグリーカー 瞬発力 馬力
大回転バックブリーカー 瞬発力 馬力

ストレッチ コブラツイスト 絞め技 絞め技
丸め込み技 ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック

ラ・エスパルダ 攻撃テクニック 瞬発力
フランケンシュタイナー 瞬発力 攻撃テクニック

ボディアタック ジャンピングヒップアタック 攻撃テクニック 馬力
フライングボディシザースドロップ 馬力 攻撃テクニック
フライングボディシザースドロップＢ 馬力 攻撃テクニック

ホイップ ショルダースルー 瞬発力 攻撃テクニック
人工衛星ヘッドシザースホイップ 攻撃テクニック 瞬発力
ヒップトス 投げ技 腕力
サイクロンホイップ 瞬発力 投げ技

反則技 コブラクロー ラフ攻撃 絞め技
ラフ攻撃 低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技

マンハッタンドロップ 馬力 ラフ攻撃
マンハッタンドロップＢ 馬力 ラフ攻撃

ポジションチェンジ カニ挟み 攻撃テクニック 攻撃テクニック
バックに回る 攻撃テクニック 攻撃テクニック

対角線串刺し（大技） - 使わない - -
エルボー エルボーパット 突き技 突き技

ジャンピングエルボー 瞬発力 突き技
背面エルボー 突き技 瞬発力
ジャンピング背面エルボー 瞬発力 突き技 新日追加（19/6/27）



側転エルボー 瞬発力 突き技
ラリアット ラリアット 腕力 馬力
張り手 踏み込み掌底 突き技 腕力
キック ジャンピングニーパット 瞬発力 馬力

串刺し式シャイニングウィザード 瞬発力 蹴り技
ヘビーキック 馬力 蹴り技
フロントキック ラフ攻撃 蹴り技
サマーソルトキック 瞬発力 攻撃テクニック
フェニックススプラッシュ 蹴り技 瞬発力
ドロップキック 瞬発力 蹴り技
正面飛びドロップキック 瞬発力 蹴り技
一回転ドロップキック 瞬発力 蹴り技
ロンダートカンガルーキック 瞬発力 蹴り技
コーナーミサイル 瞬発力 蹴り技 新日Jr.DLC(19/3/14)
ゼロ戦キック 瞬発力 蹴り技
ニールキック 蹴り技 瞬発力
フライングニールキック 瞬発力 蹴り技
浴びせ蹴り 瞬発力 蹴り技
スーパーＫコンビネーション 瞬発力 蹴り技

タックル 串刺しスピアー 馬力 瞬発力
パイルドライバー 旋回式カナディアンデストロイヤー 瞬発力 馬力
丸め込み技 後ろ飛びウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
ボディアタック ボディプレス 馬力 馬力

ボディスプラッシュ 瞬発力 馬力
挟み込みボディアタック 馬力 馬力
ヒッププレス 馬力 馬力
ジャンピングヒップアタック 瞬発力 馬力

ホイップ モンキーフリップ 瞬発力 攻撃テクニック
ラフ攻撃 低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技

連続串刺し エルボー エルボーパット 突き技 突き技
ジャンピングエルボー 瞬発力 突き技
背面エルボー 突き技 瞬発力
ジャンピング背面エルボー 瞬発力 突き技 新日追加（19/6/27）
側転エルボー 瞬発力 突き技

ラリアット ラリアット 腕力 馬力
張り手 踏み込み掌底 突き技 腕力
キック ジャンピングニーパット 瞬発力 馬力

一回転ドロップキック 瞬発力 蹴り技
ゼロ戦キック 瞬発力 蹴り技
ニールキック 蹴り技 瞬発力
フライングニールキック 瞬発力 蹴り技
浴びせ蹴り 瞬発力 蹴り技

タックル 串刺しスピアー 馬力 瞬発力
ボディアタック ボディプレス 馬力 馬力

ボディスプラッシュ 瞬発力 馬力
挟み込みボディアタック 馬力 馬力
ヒッププレス 馬力 馬力
ジャンピングヒップアタック 瞬発力 馬力

対角線中央（大技） - 使わない - -
エルボー ランニングエルボーパット 突き技 突き技 ※配信技
ラリアット 足踏みラリアット 腕力 馬力

地団駄ラリアット 腕力 馬力
キック 吹っ飛ばしドロップキック 瞬発力 蹴り技

スーパー・キック 瞬発力 蹴り技
シャイニングウィザード 瞬発力 蹴り技



変型飛び膝蹴り 蹴り技 瞬発力
フライングダブルニーアタック 瞬発力 蹴り技
ノミスギニー 瞬発力 蹴り技 新日Jr.DLC(19/3/14)
ブーメランシャイングニールキック 瞬発力 蹴り技
シャイニングハイキック 瞬発力 蹴り技

タックル スピアー 馬力 瞬発力
スパインバスター リフトアップ式スパインバスター 馬力 瞬発力
DDT ディスティーノ 瞬発力 馬力 新日追加（19/6/27）
複合関節技 トルネードリバースチキンウィング 絞め技 攻撃テクニック
首絞め技 シャイニングトライアングル 絞め技 絞め技

走り場外（大技） - 使わない - -
エルボー エルボースイシーダ 瞬発力 突き技
キック スワンダイブミサイルキック 瞬発力 蹴り技
ボディアタック トペ・スイシーダ 瞬発力 馬力

トペ・コン・ヒーロ 瞬発力 馬力
トルニージョ 瞬発力 馬力
スワンダイブプランチャ 瞬発力 馬力
宇宙人プランチャ 瞬発力 馬力
宇宙人ケブラーダ 瞬発力 馬力
側転プランチャ 瞬発力 馬力
側転捻りプランチャ 瞬発力 馬力
側転式ラ・ケブラーダ 瞬発力 馬力
側転式トペ・コン・ヒーロ 瞬発力 馬力

その他 飛ぶ振り 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ロープ際場外（大技） - 使わない - -

パンチ スレッジハンマー 腕力 突き技
キック スワンダイブミサイルキック 瞬発力 蹴り技
ボディアタック プランチャ・スイシーダ 瞬発力 馬力

スワンダイブプランチャ 瞬発力 馬力
ラ・ケブラーダ 瞬発力 馬力

その他 飛ぶ振り 攻撃テクニック 攻撃テクニック
場外エプロンから内（大技） - 使わない - -

チョップ スワンダイブブレーンチョップ 突き技 突き技
エルボー スワンダイブエルボーアタック 瞬発力 突き技
キック スワンダイブミサイルキック 瞬発力 蹴り技

スワンダイブニールキック 瞬発力 蹴り技
スワンダイブニーアタック 瞬発力 蹴り技
スワンダイブダブルニープレス 瞬発力 馬力

丸め込み技 ウルトラ・ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
スワンダイブ高速ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック

ボディアタック フライングボディアタック 瞬発力 馬力
スワンダイブボディアタック 瞬発力 馬力

その他 飛ぶ振り 攻撃テクニック 攻撃テクニック
駆け登り（立）（小技） - 使わない - -

キック 振り向き正面飛びミサイルキック 瞬発力 蹴り技
三角跳び延髄斬り 瞬発力 蹴り技

カッター 背面飛びつきカッター 瞬発力 馬力
ボディアタック 三角飛びボディアタック 瞬発力 馬力

ムーンサルトアタック 瞬発力 馬力
その他 オットットで降りる 馬力 馬力

駆け登り（寝）（中技） - 使わない - -
エルボー ダイビング背面エルボードロップ 馬力 瞬発力
セントーン ローリングセントーン 瞬発力 馬力

横捻り式セントーン 瞬発力 馬力
ボディプレス ダイビングボディプレス 瞬発力 馬力



ムーンサルトプレス 瞬発力 馬力
その他 オットットで降りる 馬力 馬力

ポスト飛び（小技） - 使わない - -
ポスト飛び（中技） パンチ ダイビングフィストドロップ 瞬発力 ラフ攻撃
ポスト飛び（大技） スレッジハンマー 腕力 突き技
ポスト飛び（小技）＋（中技） チョップ ダイビングブレーンチョップ 突き技 突き技

エルボー ダイビングエルボードロップ 瞬発力 馬力
ダイビング背面エルボードロップ 馬力 瞬発力
アピールダイビングエルボードロップ 瞬発力 馬力
アピールダイビングエルボードロップＢ 瞬発力 馬力
ダイビングエルボーアタック 瞬発力 突き技
ダイビングかち上げエルボースマッシュ 瞬発力 突き技

ラリアット ダイビングラリアット 腕力 突き技
キック ダイビングニードロップ 瞬発力 馬力

ダイビングダブルニードロップ 瞬発力 馬力
キングコングニードロップ 馬力 瞬発力
ダイビングギロチンドロップ 瞬発力 馬力
ダイビングローリングギロチンドロップ 瞬発力 馬力
ダイビングフットスタンプ 馬力 瞬発力
スーパーダイビングフットスタンプ 瞬発力 馬力
ムーンサルトフットスタンプ 瞬発力 馬力
ダイビングフロントハイキック 馬力 蹴り技
ミサイルキック 瞬発力 蹴り技
片足ミサイルキック 瞬発力 蹴り技
前方回転ミサイルキック 瞬発力 蹴り技
ダイビングニールキック 瞬発力 蹴り技
ダイビング延髄斬り 瞬発力 蹴り技
ダイビングニーアタック 馬力 瞬発力
ダイビング延髄ニードロップ 瞬発力 馬力
ダイビングダブルニープレス 瞬発力 馬力

ヘッドバット ダイビングヘッドバット 瞬発力 馬力
拝みダイビングヘッドバット 瞬発力 馬力
こけし 馬力 瞬発力
スーパーダイビングヘッドバット 瞬発力 馬力

タックル ダイビングショルダーアタック 瞬発力 馬力
カッター ダイビング飛びつきカッター 瞬発力 馬力
ネックブリーカー ダイビングネックブリーカードロップ 瞬発力 馬力

ダイビングローリングネックブリーカー 瞬発力 馬力
ＤＤＴ ディープインパクト 瞬発力 馬力

飛びつきスイングＤＤＴ 瞬発力 馬力
丸め込み技 スーパーウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック

高速ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
スイングフランケンシュタイナー 瞬発力 攻撃テクニック
前方飛びつきウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック

セントーン トペ・アトミコ 瞬発力 馬力
ダイビングセントーン 瞬発力 馬力
サマーソルトドロップ 瞬発力 馬力
ローリングセントーン 瞬発力 馬力
セントーン・アトミコ 瞬発力 馬力
キャノンボールセントーン 瞬発力 馬力
コークスクリューキャノンボールセントーン 瞬発力 馬力
ダイビングセントーンアタック 瞬発力 馬力

ボディプレス ダイビングボディプレス 瞬発力 馬力
スーパーヘビー・ダイビングボディプレス 馬力 瞬発力
屈伸式ダイビングボディプレス 瞬発力 馬力



ハイフライフロー 瞬発力 馬力
元祖エビ反り式ダイビングボディプレス 瞬発力 馬力
開脚飛びスプラッシュ 瞬発力 馬力
ムーンサルトプレス 瞬発力 馬力
旋回式ボディプレス 瞬発力 馬力
ADAMAS 瞬発力 馬力 スターダム(19/8/23)
ラウンディングボディプレス 瞬発力 馬力
ファイヤーバードスプラッシュ 瞬発力 馬力
リバースファイヤーバードスプラッシュ 瞬発力 馬力
大江戸コースター 瞬発力 馬力 スターダム(19/8/23)
捻り式ムーンサルトプレス 瞬発力 馬力
スターダストプレス 瞬発力 馬力
シューティングスタープレス 瞬発力 馬力
フェニックススプラッシュ 瞬発力 馬力
ファイヤースタースプラッシュ 瞬発力 馬力
コークスクリューシューティングスター 瞬発力 馬力
ダブルローテーションムーンサルトプレス 瞬発力 馬力

ボディアタック ダイビングボディアタック 瞬発力 馬力
ハイフライアタック 瞬発力 馬力
ムーンサルトアタック 瞬発力 馬力
ダイビングヒップアタック 瞬発力 馬力
トペ・コン・ヒーロ 瞬発力 馬力

ホイップ スイング式ダイビングランケンホイップ 瞬発力 攻撃テクニック
ラフ攻撃 低空ミサイルキック 瞬発力 ラフ攻撃

エムエックス 瞬発力 ラフ攻撃
金網コーナー飛び - 使わない - -

キック 金網ダイビングフットスタンプ 馬力 瞬発力
金網ダイビングギロチンドロップ 瞬発力 馬力

ヘッドバット 金網ダイビングヘッドバット 瞬発力 馬力
セントーン 金網ダイビングセントーン 瞬発力 馬力

金網セントーン・アトミコ 瞬発力 馬力
ボディプレス 金網ダイビングボディプレス 瞬発力 馬力

金網ムーンサルトプレス 瞬発力 馬力
打撃応酬 パンチ アメリカンフック 突き技 ラフ攻撃

ナックルアロー ラフ攻撃 突き技
アッパーブロー 突き技 ラフ攻撃

チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技
袈裟斬りチョップ 突き技 ラフ攻撃

エルボー かち上げエルボースマッシュ 突き技 攻撃テクニック
エルボーパット 突き技 突き技

張り手 胸張り手 突き技 突き技
キック ミドルキック 蹴り技 蹴り技

決め打撃 チョップ ローリング袈裟斬りチョップ 突き技 突き技
エルボー ローリングエルボー 突き技 突き技
ラリアット 叩きつけラリアット 瞬発力 馬力

ローリングラリアット 腕力 瞬発力
キック フロントハイキック 馬力 蹴り技

ハイキック 蹴り技 蹴り技
ジャンピングハイキック 瞬発力 蹴り技
フライングニールキック 瞬発力 蹴り技
スーパー・キック 瞬発力 蹴り技
ドロップキック 瞬発力 蹴り技

ヘッドバット ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
タックル フットボールタックル 馬力 瞬発力

組み（小技） パンチ ナックルアロー ラフ攻撃 突き技



組み（小技）＋↑ 手首パンチ ラフ攻撃 突き技
組み（小技）＋←→ 顔面ストレート ラフ攻撃 突き技
組み（小技）＋↓ アッパーブロー 突き技 ラフ攻撃

ハンマーパンチ 腕力 突き技
正拳突き 突き技 突き技
ボディパンチ 突き技 突き技
スレッジハンマー 腕力 突き技
ハンマーブロー 腕力 突き技

チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技
喉笛チョップ 突き技 ラフ攻撃
地獄突き ラフ攻撃 突き技
地獄突きＢ ラフ攻撃 突き技 ※配信技

エルボー 脳天エルボー ラフ攻撃 突き技
エルボースタンプ 突き技 突き技
エルボースタンプ（首） 突き技 攻撃テクニック
エルボースタンプ（腕） 突き技 攻撃テクニック
エルボースタンプ（脚） 突き技 攻撃テクニック
エルボーパット 突き技 突き技
振りかぶりエルボーパット 突き技 突き技 スターダム(19/8/23)
エルボースマッシュ 突き技 突き技
かち上げエルボースマッシュ 突き技 攻撃テクニック

張り手 顔張り手 突き技 ラフ攻撃
顔張り手Ｂ 突き技 ラフ攻撃
胸張り手 突き技 突き技
掌底 突き技 突き技
片足取り顔張り手 ラフ攻撃 突き技

キック ローキック 蹴り技 蹴り技
下段蹴り 蹴り技 蹴り技
前蹴り ラフ攻撃 蹴り技
トーキック ラフ攻撃 蹴り技
トーキックＢ ラフ攻撃 蹴り技
延髄踵落とし ラフ攻撃 蹴り技
顔面ニーリフト ラフ攻撃 蹴り技
ボディニーリフト 蹴り技 蹴り技
膝突き蹴り 蹴り技 ラフ攻撃
サイドボディニーリフト ラフ攻撃 蹴り技
腿キック 馬力 蹴り技

タックル ショルダーパット（腕） 攻撃テクニック 瞬発力
胴体叩きつけ ボディスラム 投げ技 腕力

女子式ボディスラム 投げ技 投げ技
ハイアングルボディスラム 腕力 馬力
ゴリラスラム 腕力 馬力
ファイヤーマンズキャリー 投げ技 投げ技
首投げ 投げ技 投げ技
払い腰 投げ技 瞬発力
大外刈り 投げ技 瞬発力

足関節技 ドラゴンスクリュー 攻撃テクニック 瞬発力
ホイップ ヒップトス 投げ技 腕力

アームホイップ 腕力 馬力
サイクロンホイップ 瞬発力 投げ技

ラフ攻撃 アームブリーカー 攻撃テクニック ラフ攻撃
サミング ラフ攻撃 攻撃テクニック
サミングＢ ラフ攻撃 攻撃テクニック
顔面掻きむしり ラフ攻撃 攻撃テクニック
顔面掻きむしりＢ ラフ攻撃 攻撃テクニック



押し倒し ラフ攻撃 腕力
ポジションチェンジ 片足取り脚払い 攻撃テクニック 攻撃テクニック

フライングメイヤー 投げ技 投げ技
カニ挟み 攻撃テクニック 攻撃テクニック
レッグスピン 攻撃テクニック 攻撃テクニック
片足タックル 瞬発力 瞬発力
投げ倒し 投げ技 馬力
外掛け 攻撃テクニック 攻撃テクニック
がぶり 総合系攻撃 攻撃テクニック
飛びつきガードポジション 瞬発力 瞬発力
バックに回る 攻撃テクニック 攻撃テクニック

組み（中技） パンチ ヘッドロックパンチ ラフ攻撃 突き技
組み（中技）＋↑ 正拳突き連打 突き技 突き技
組み（中技）＋←→ ボディパンチ連打 突き技 突き技
組み（中技）＋↓ ショートアッパー 総合系攻撃 突き技

チョップ 脳天チョップ 突き技 突き技
脳天唐竹割り 突き技 ラフ攻撃
マシンガン逆水平チョップ 突き技 突き技
マシンガン袈裟斬りチョップ 突き技 突き技
喉笛チョップ連打 突き技 ラフ攻撃
モンゴリアンチョップ 突き技 馬力
モンゴリアンチョップＢ 突き技 馬力 ※配信技
踏み込み地獄突き ラフ攻撃 突き技

エルボー ショートエルボー 突き技 突き技
ショートエルボーＢ 突き技 突き技
振りかぶりエルボーパット連打 突き技 突き技 スターダム(19/8/23)
ワンツーエルボー 突き技 突き技
ワンツーエルボーＢ 突き技 突き技
かち上げエルボースマッシュ連打 突き技 攻撃テクニック

ラリアット ショートレンジラリアット 腕力 馬力
足刈りラリアット 腕力 馬力

張り手 骨法流掌打 突き技 ラフ攻撃
棚橋張り手 突き技 突き技
突っ張り 突き技 突き技

キック ミドルキック 蹴り技 蹴り技
ムエタイミドルキック 蹴り技 蹴り技
中段蹴り 蹴り技 蹴り技
ソバット 瞬発力 蹴り技
ステップキック ラフ攻撃 ラフ攻撃
肩掴み延髄斬り 馬力 蹴り技
足掛け延髄斬り 蹴り技 瞬発力
スピンキック 蹴り技 瞬発力
腕取り逆回し蹴り 蹴り技 蹴り技
爆殺ミドルキック 馬力 蹴り技
関節蹴り ラフ攻撃 攻撃テクニック
水面蹴り 蹴り技 攻撃テクニック
マシンガン顔面ニーリフト 蹴り技 ラフ攻撃
マシンガンストマックニーリフト 蹴り技 ラフ攻撃

ヘッドバット ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
一本足頭突き ラフ攻撃 馬力
ジャンピングヘッドバット ラフ攻撃 馬力

ブレーンバスター ブレーンバスター 投げ技 腕力
ジャンピングブレーンバスター 投げ技 瞬発力
長滞空ブレーンバスター 腕力 投げ技
叩きつけブレーンバスター 腕力 馬力



ぶっこ抜きブレーンバスター 投げ技 瞬発力
高速ブレーンバスター 投げ技 瞬発力
剃刀ブレーンバスター 投げ技 瞬発力

フェイスバスター 顔面砕きブレーンバスター 腕力 馬力
フェイスバスター 腕力 馬力

ネックブリーカー ネックブリーカードロップ 投げ技 瞬発力
スイングネックブリーカードロップ 投げ技 瞬発力
ショルダーネックブリーカードロップ 馬力 馬力

スパインバスター リバース水車落とし 瞬発力 馬力
胴体叩きつけ ブレーンバスタースラム 腕力 馬力

前方落としリフトアップスラム 腕力 腕力
叩きつけリフトアップスラム 腕力 馬力
ブロックバスター 投げ技 馬力
サイドバスター 腕力 馬力
バックブリーカースラム 腕力 馬力
一本背負い 投げ技 瞬発力
水車落とし 瞬発力 馬力

ＤＤＴ ＤＤＴ 瞬発力 馬力
ヘビーＤＤＴ 腕力 馬力

スープレックス ダブルリストアームソルト 投げ技 瞬発力
フロントスープレックス 投げ技 瞬発力
フロントスープレックスホイップ 投げ技 瞬発力
ベリー・トゥ・ベリー 投げ技 瞬発力
閂スープレックス 投げ技 瞬発力
ダブルアームスープレックス 投げ技 瞬発力
テキサススープレックス 投げ技 投げ技
サイドスープレックス 投げ技 瞬発力
バックドロップ 投げ技 瞬発力
抱え式バックドロップ 投げ技 腕力
ジャンピングバックドロップ 投げ技 瞬発力
ローリングバックドロップ 投げ技 投げ技
捻り式バックドロップ 投げ技 瞬発力
急降下バックドロップ 腕力 投げ技

パイルドライバー パイルドライバー 馬力 馬力
ツームストンパイルドライバー 馬力 瞬発力
リバースツームストンパイルドライバー 馬力 瞬発力

首関節技 ヘッドロック 絞め技 腕力
強ヘッドロック 絞め技 腕力
拷問ヘッドロック 絞め技 腕力
ヨーロピアンサイドヘッドロック 絞め技 腕力
首投げヘッドロック 絞め技 腕力
ネックハンギングツリー 腕力 絞め技

腕関節技 閂絞め 腕力 絞め技
足関節技 高速ドラゴンスクリュー 攻撃テクニック 瞬発力
バックブリーカー ペンデュラムバックブリーカー 腕力 馬力

シュミット式バックブリーカー 腕力 馬力
ホイップ フランケンシュタイナーホイップ 瞬発力 攻撃テクニック
反則技 急所パンチ ラフ攻撃 腕力

急所蹴り ラフ攻撃 蹴り技 ※19/3/15配信
ラフ攻撃 低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技

チンクラッシャー ラフ攻撃 瞬発力
チンクラッシャーＢ ラフ攻撃 瞬発力
ショルダーアームブリーカー ラフ攻撃 関節技
ジャンピングアームブリーカー ラフ攻撃 馬力
腕殺しコンビネーション 攻撃テクニック 攻撃テクニック



ココナッツクラッシュ 馬力 馬力
ショルダーバスター 腕力 馬力
ストマッククラッシャー 馬力 瞬発力
マンハッタンドロップ 馬力 ラフ攻撃
マンハッタンドロップＢ 馬力 ラフ攻撃
ダブルニーバスター ラフ攻撃 馬力

ポジションチェンジ テクニカルスピン 攻撃テクニック 絞め技
その他 エアプレーンスピン 攻撃テクニック 馬力

組み（大技） パンチ ナックルアロー連打 ラフ攻撃 突き技 ※19/3/15配信
組み（大技）＋↑ ナックルアロー連打B ラフ攻撃 突き技 ※19/3/15配信
組み（大技）＋←→ テキサスジャブ ラフ攻撃 突き技
組み（大技）＋↓ ディスカッションパンチ ラフ攻撃 突き技
組み（小技）＋（中技） 組み付きパンチ連打 総合系攻撃 突き技

スーパーボディーブロー 突き技 突き技
振り抜きストレート ラフ攻撃 突き技
マッハパンチラッシュ 突き技 突き技
ダイナマイトパンチラッシュ 突き技 ラフ攻撃 フック連打→アッパー→ボディ→フック
ロシアンフックラッシュ 突き技 総合系攻撃 ロシアンフック連打→ボディ連打→ロシアンフック連打
魂の殴り合い 突き技 ラフ攻撃
アメリカンパンチラッシュ ラフ攻撃 突き技 左ジャブ→右フック連打
サイバーブロー 突き技 ラフ攻撃 ボディ連打→顔面膝蹴り→ストレート掌底
正拳突きラッシュ 突き技 突き技 正拳突き連打→ボディ連打→顔面膝蹴り

チョップ 起き上がり小法師トップ 突き技 突き技
ローリング袈裟斬りチョップ 突き技 突き技
袈裟斬りチョップラッシュ 突き技 馬力

エルボー バイオニックエルボー 突き技 エンタメ攻撃 アメリカンジャブ連打→腰くね→エルボースタンプ
ローリングエルボー 突き技 突き技
ファイナルローリングエルボー 突き技 突き技
ムーンサルトエルボードロップ 瞬発力 馬力

ラリアット ブレーンバスターラリアット 腕力 馬力
頭掴みラリアット 腕力 馬力

張り手 ローリング逆水平チョップ 突き技 突き技
掌底アッパー 突き技 突き技
棚橋張り手連打 突き技 突き技
掌底コンビネーション 蹴り技 突き技 顔面膝蹴り→掌底連打→ミドルキック

キック ステップ延髄ニールキック 蹴り技 蹴り技
スクリューハイキック 蹴り技 瞬発力
回転地獄蹴り 瞬発力 蹴り技
ジャンピング延髄踵落とし 蹴り技 瞬発力
サイバーニーリフト 蹴り技 蹴り技 ミドル→ロー→顔面ニーリフト
サイバーマシンガンキック 蹴り技 蹴り技 ミドル→ミドル→ハイ→ハイ
高速マシンガンキック 蹴り技 蹴り技 掌底→高速ミドル連打→後頭部ハイ
ハイキックラッシュ 蹴り技 突き技 ミドル→顔面ニーリフト→ハイ
バックスピンキックラッシュ 蹴り技 突き技 掌底→掌底→ミドル→バックスピン
ローリングソバットラッシュ 瞬発力 蹴り技 ミドル→スピンキック→ローリングソバット
喧嘩屋ラッシュ ラフ攻撃 蹴り技 フック連打→追い打ち→踏みつけ
ハイキックコンビネーション 蹴り技 蹴り技 ロー→ロー→ミドル→ハイ
Ｗハイキックコンビネーション 蹴り技 蹴り技 ミドル→ミドル→ハイ→ハイ
ソバットコンビネーション 蹴り技 蹴り技 ロー→ミドル→ソバット→ハイ
バックスピンコンビネーション 蹴り技 突き技 ロー→ミドル→ボディパンチ→ソバット
踵落としコンビネーション 蹴り技 馬力 ロー→ロー→顔面ニー→踵落とし
ライトニングコンビネーション 蹴り技 突き技 フック→強ロー
ゼロ戦キックラッシュ 瞬発力 蹴り技 ミドル→ロー→ゼロ戦
番長ラッシュ 蹴り技 ラフ攻撃 往復ビンタ→ロー→踵落とし→飛び膝
掌底ラッシュ 蹴り技 突き技 ボディ掌底→掌底→ローリング掌底→ハイキック



飯伏ラッシュ 蹴り技 突き技 掌底→ミドル→ソバット
ブラジリアンキック 蹴り技 攻撃テクニック スターダム(19/8/23)
ブラジリアンキックラッシュ 蹴り技 攻撃テクニック ロー→ボディパンチ→顔面ニー→ハイキック
突き放しハイキック 蹴り技 蹴り技
ブレードキック ラフ攻撃 蹴り技
スーパー・キック 瞬発力 蹴り技
鍵風車 突き技 蹴り技
膝突き蹴り連打 蹴り技 ラフ攻撃
飛び膝蹴りラッシュ 蹴り技 瞬発力
ダイナマイトニーリフト 馬力 蹴り技
go 2 sleep 蹴り技 馬力
フリーフォールオーバーヘッドキック 蹴り技 馬力
原型シャイニングウィザード 瞬発力 蹴り技
シャイニングウィザード 瞬発力 蹴り技
シャイニングフロントキック ラフ攻撃 蹴り技
シャイニング延髄斬り 瞬発力 蹴り技
シャイニング踵落とし 瞬発力 蹴り技

ヘッドバット 頭突き連打 ラフ攻撃 馬力
一本足頭突き連打 ラフ攻撃 馬力

ブレーンバスター 超長滞空ブレーンバスター 投げ技 馬力
トリプルブレーンバスター 投げ技 瞬発力
垂直落下式ブレーンバスター 投げ技 瞬発力
長滞空垂直落下式ブレーンバスター 馬力 瞬発力
旋回式垂直落下ブレーンバスター 投げ技 瞬発力
元祖ブレーンバスター 馬力 瞬発力
ブレジングトルネード 馬力 瞬発力
足取り垂直落下式ブレーンバスター 投げ技 瞬発力
フィッシャーマンバスター 瞬発力 投げ技
クロスアームノー＾ザンライトボム 瞬発力 馬力
変型垂直落下式ブレーンバスター 投げ技 瞬発力

後頭部叩きつけ スーパーラナ 瞬発力 馬力
ヘビーレイン 馬力 瞬発力
デスバレーボム 馬力 瞬発力
バーニングハンマー 馬力 瞬発力
原型バーニングハンマー 馬力 瞬発力
スターネスダストα 馬力 腕力
ノーザンライトボム 瞬発力 馬力
スモールパッケージボム 馬力 瞬発力
アイアンクロースラム 腕力 馬力
横落としネックブリーカードロップ 馬力 瞬発力
バックッフリップドライバー 馬力 瞬発力
ＴＩＭＥ BOMB 馬力 瞬発力
原型エメラルド・フロウジョン 馬力 瞬発力
エメラルド・フロウジョン 馬力 瞬発力
変型エメラルド・フロウジョン 馬力 瞬発力
変型ノーザンライトボム 馬力 瞬発力
ポールシフト・フロウジョン 馬力 瞬発力
河津落とし 投げ技 投げ技
筋肉バスター 馬力 瞬発力
マッスル・バスター 馬力 瞬発力
アックスギロチンドライバー 馬力 瞬発力

フェイスバスター ハイジャンプフェイスバスター 瞬発力 馬力
フェイススラム 腕力 馬力
コンプリートショット 瞬発力 馬力
コンプリートショットＢ 瞬発力 馬力



ツイスト式コンプリートショット 瞬発力 馬力
カナディアンフェイスバスター 馬力 腕力
東京ピンプス 馬力 瞬発力 新日追加（19/6/27）
顔面砕きファルコンアロー 馬力 腕力
ダブルアームフェイスバスター 瞬発力 馬力
ダブルアームフェイスバスターＢ 瞬発力 馬力
リバースタイガードライバー 馬力 瞬発力
ＦＦＦ 馬力 瞬発力
ブルドッキングヘッドロック 瞬発力 馬力
河津掛けフェイスバスター ラフ攻撃 腕力
ゴリーボム 馬力 瞬発力
クラッチ式フェイスバスター 馬力 馬力

カッター ギロチンカッター 瞬発力 馬力
元祖カッター 瞬発力 馬力
メキシカンカッター 瞬発力 馬力
ハワイアンスマッシャー 瞬発力 馬力
カッター 瞬発力 馬力
振り子式カッター 瞬発力 馬力
カナディアンカッター 瞬発力 馬力
ショットガン 馬力 瞬発力
スタナー 馬力 瞬発力
旋回式スタナー 馬力 瞬発力
フットスタナー 瞬発力 蹴り技
ムーンサルトネックブリーカードロップ 瞬発力 馬力
ヘラクレスカッター 馬力 瞬発力
ゴリークラッシャー 馬力 瞬発力

チョークスラム チョークスラム 腕力 馬力
ワンハンドチョークスラム 腕力 馬力
ハイアングルチョークスラム 腕力 馬力
ジャイアントチョークスラム 腕力 馬力
高角度喉輪落とし 腕力 馬力
ブレーンバスター喉輪落とし 腕力 馬力
グラネード 腕力 突き技

ネックブリーカー ジャンピングネックブリーカー 瞬発力 馬力
スクリューネックブリーカードロップ 瞬発力 馬力
スクリューネックブリーカードロップＢ 瞬発力 馬力
ライトニングスパイラル 瞬発力 馬力 新日Jr.DLC(19/3/14)
ライトニングスパイラルホールド 瞬発力 馬力 スターダム(19/8/23)
ストームブレイカー 瞬発力 馬力 新日Jr.DLC(19/3/14)
リバースネックブリーカードロップ 馬力 瞬発力

スパインバスター 昇天・改 馬力 瞬発力
アームスラム 瞬発力 投げ技
大外刈りバスター 瞬発力 投げ技
元祖大外刈りバスター 投げ技 馬力
ボトムドロップ 瞬発力 投げ技
捻り式ボトムドロップ 瞬発力 投げ技
無双 馬力 投げ技

胴体叩きつけ 変型サイドバスター 馬力 瞬発力
旋回式スクラップバスター 馬力 瞬発力
旋回式アームスラム 馬力 投げ技
バックフリップ 馬力 瞬発力
ファイヤーマンズキャリーバスター 馬力 瞬発力
カナディアンロッキーバスター 馬力 瞬発力
後転バックフリップ 瞬発力 馬力 新日追加（19/6/27）
リフトアップパワースラム 馬力 腕力



オクラホマスタンピード 馬力 腕力
アバランシュホールド 馬力 腕力
アバランシュプレス 馬力 馬力 新日追加（19/6/27）
ジャックハマー 腕力 瞬発力
トルネードスラム 腕力 馬力
ストレッチバスター 馬力 瞬発力
カナディアンバックブリーカードロップ 馬力 瞬発力
スパイシードロップ 馬力 瞬発力
大旋回式ＤＤＴ 馬力 腕力
ボディバスター 馬力 瞬発力
アピールボディバスター 馬力 瞬発力
元祖水車落とし 馬力 瞬発力

ＤＤＴ フィッシャーマンＤＤＴ 馬力 腕力
デンジャラスＤＤＴ 馬力 腕力
垂直落下式ＤＤＴ 馬力 腕力
ディスティーノ 瞬発力 馬力
串刺しＤＤＴ 瞬発力 馬力
ジャンピングＤＤＴ 馬力 瞬発力
ダブルーアームＤＤＴ 馬力 瞬発力
串刺しダブルーアームＤＤＴ 瞬発力 馬力
リフト式DDT 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
インプラントＤＤＴ 馬力 腕力
ブリティッシュ・フォール 瞬発力 馬力

スープレックス トリプルフィッシャーマン 瞬発力 投げ技
捻り式ベリー・トゥ・ベリー 馬力 瞬発力
ブロックバスターホールド 投げ技 馬力
元祖バックドロップ 投げ技 瞬発力
リフト 投げ技 馬力
ダブルリストアームソルトホールド 投げ技 瞬発力
裏投げ 投げ技 瞬発力
エクスプロイダー 投げ技 瞬発力
リストクラッチエクスプロイダー 投げ技 瞬発力
フェニックスプレックスホールド 投げ技 馬力
フロントネックチャンスリー 投げ技 瞬発力
タイガーネックチャンスリー 投げ技 瞬発力
魔神風車固め 投げ技 瞬発力
フィッシャーマンズスープレックス 投げ技 瞬発力
ブリザードスープレックス 投げ技 瞬発力
キャプチュード 投げ技 瞬発力
スクリュースラム 投げ技 瞬発力
ハリケーンスラム 投げ技 瞬発力
バインディングスープレックス 投げ技 瞬発力
ノーザンライトスープレックス 投げ技 瞬発力
ダブルアームスープレックスホールド 投げ技 瞬発力
高速ダブルアームスープレックス 投げ技 瞬発力
叩きつけダブルーアムスープレックス 投げ技 瞬発力 ※配信技
ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
大回転ジャーマンスープレックス 投げ技 腕力
高角度ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
元祖ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
アルティメットホールド 瞬発力 投げ技

パイルドライバー スクリュードライバー 馬力 腕力
ジャンピングパイルドライバー 馬力 瞬発力
叩き付けパイルドライバー 馬力 瞬発力
鈴木式パイルドライバー 馬力 瞬発力



タイツ引きパイルドライバー 馬力 瞬発力
ジャンピングツームストンパイルドライバー 馬力 瞬発力
旋回式ジャンピングツームストンパイルドライバー 馬力 瞬発力
変型ツームストンパイルドライバー 馬力 瞬発力
リバースパイルドライバー 馬力 瞬発力
ダブルアームジャンピングパイルドライバー 馬力 瞬発力
タイツパイルドライバー エンタメ攻撃 瞬発力
パッケージパイルドライバー 馬力 瞬発力
ショックアロー 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
カナディアンデストロイヤー 瞬発力 馬力
タイガードライバー 馬力 瞬発力
タイガードライバー’９１ 馬力 瞬発力
ダブルアームホイップ 馬力 瞬発力
Dの悪夢 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
クロスアームドライバー 馬力 腕力
みちのくドライバーⅡ 瞬発力 馬力
みちのくドライバーⅡＢ 瞬発力 馬力
レッグクラッチドライバー 馬力 瞬発力 新日追加（19/6/27）
ストレッチドライバー 瞬発力 馬力
フィッシャマーマンドライバー 馬力 瞬発力
侍ドライバー’８４ 馬力 瞬発力
ファイヤーサンダー 馬力 瞬発力
スモウドライバー 馬力 瞬発力
ハリケーンドライバー 瞬発力 馬力
デュードバスター 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
背面パイルドライバー 馬力 瞬発力
リバースゴリースペシャルドライバー 馬力 瞬発力
ホイールバロードライバー 馬力 瞬発力
原型ファルコンアロー 馬力 瞬発力
ファルコンアロー 馬力 瞬発力
ファルコンアローＢ 馬力 瞬発力
原型垂直落下式ファルコンアロー 馬力 瞬発力
垂直落下式ファルコンアロー 馬力 瞬発力
ラスト・オブ・ザ・ドラゴン 馬力 瞬発力 新日追加（19/6/27）

パワーボム ペンデュラムボム 馬力 腕力
パワーボム 馬力 腕力
高角度パワーボム 馬力 腕力
入魂パワーボム 馬力 腕力
パワーボムホイップ 馬力 腕力
ジャンピングパワーボム 馬力 腕力
高速パワーボム 馬力 腕力
高速パワーボムホイップ 馬力 腕力
侍パワーボム 馬力 腕力
念仏パワーボム 馬力 腕力
念仏パワーボムホイップ 馬力 腕力
ジャックナイフパワーボム 馬力 腕力
デッドリー・ゴーラウンド 馬力 瞬発力
ファイナルパワーボム 腕力 馬力
元祖ファイナルパワーボム 腕力 馬力
タイチ式ファイナルパワーボム 腕力 馬力
元祖パワーボム 馬力 腕力
餅つきパワーボム 馬力 腕力
餅つきパワーボムホイップ 馬力 腕力
餅つきパワーボムＩＩ 馬力 腕力
スーパーフリーク 馬力 腕力



サンダーファイヤーパワーボム 馬力 腕力
サンダーファイヤーパワーボムホイップ 馬力 腕力
サンダーファイヤージャンピングパワーボム 馬力 腕力
クロスアームサンダーファイヤーパワーボム 馬力 腕力
高角度サンダーファイヤーパワーボム 馬力 腕力
クルスフィックスパワーボム 馬力 腕力
ジャンピングボム 馬力 腕力
ライガーボム 馬力 瞬発力
ランニングパワーボム 馬力 腕力
高角度ライガーボム 馬力 瞬発力
スパイラルボム 馬力 瞬発力
オレンジクラッシュ 馬力 腕力
デスヌカドーラ 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
ビッグバディボム 腕力 馬力
ミラクルエクスタシー 腕力 馬力
スーパーボム 腕力 馬力
ネックハンギングボム 腕力 馬力
ダークネスフォールズ 馬力 腕力
火の玉ボム 腕力 馬力
スクリューボム 腕力 馬力
ストレッチボム 腕力 馬力
ドクターボム 腕力 馬力
旋回式ドクターボム 腕力 馬力
ファイナルボム 馬力 瞬発力
サンダーファイヤージャンピングボム 馬力 瞬発力
ギターラ・デ・アンヘル 馬力 瞬発力
クルスフィックスジャンピングボム 馬力 瞬発力
ダイナソーバスター 馬力 瞬発力
リバースゴリースペシャルボム 投げ技 投げ技

首関節技 グラウンドヘッドロック 絞め技 絞め技
コウモリ吊り固め 絞め技 攻撃テクニック

腕関節技 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
前転式飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
後方回転飛びつき腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
スタンディング式腕ひしぎ逆十字固め 関節技 攻撃テクニック
アームロック 関節技 関節技
脇固め 攻撃テクニック 関節技

足関節技 ビクトル膝十字固め 関節技 攻撃テクニック
足掛け前転裏膝十字固め 関節技 攻撃テクニック
飛びつきクロスヒールホールド 関節技 攻撃テクニック

複合関節技 スナイパー・クロス・フェイス 絞め技 関節技
首極め腕卍 攻撃テクニック 関節技

首絞め技 スリーパーホールド 絞め技 絞め技
胴絞めスリーパーホールド 絞め技 絞め技
フロントネックロック 絞め技 腕力
後転ネックロック 絞め技 腕力
胴絞めフロントネックロック 絞め技 絞め技
D 絞め技 総合系攻撃 新日Jr.DLC(19/3/14)
スタンディング肩固め 絞め技 絞め技
ローリング肩固め 絞め技 絞め技

クロー ブレーンクロー 絞め技 腕力
マンディブルクロー ラフ攻撃 絞め技

バックブリーカー ベアハッグ 腕力 絞め技
肩担ぎベアハッグ 腕力 絞め技
カナディアンバックブリーカー 腕力 絞め技



アルゼンチンバックブリーカー 腕力 絞め技
アルゼンチンバックブリーカードロップ 腕力 絞め技
ハイジャックバックブリーカー 馬力 腕力
ファイナルパワーボム式ダブルニーバックブリーカー 馬力 腕力 新日追加（19/6/27）

ストレッチ トライアングルランサー 絞め技 絞め技
ロデオストレッチ 絞め技 攻撃テクニック
コブラツイスト 絞め技 絞め技
拷問コブラツイスト 絞め技 絞め技
ストレッチプラム 絞め技 絞め技
変型ストレッチプラム 絞め技 絞め技
バナナスプレッド 絞め技 攻撃テクニック
卍固め 絞め技 絞め技
グラウンド卍固め 絞め技 攻撃テクニック
メキシカンストレッチ 絞め技 攻撃テクニック

丸め込み技 ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック
フランケンシュタイナー 瞬発力 攻撃テクニック
高角度前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力
スモールパッケージホールド 攻撃テクニック 攻撃テクニック
電光石火 瞬発力 攻撃テクニック
逆さ押さえ込み 攻撃テクニック 攻撃テクニック
グラウンドコブラツイスト 攻撃テクニック 攻撃テクニック
サイドクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
車輪クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
タイチ式外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック ※19/2/4配信
ローリングクレイドル 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ボディプレス エッフェル・ド・パラシュート 瞬発力 馬力
反則技 噛みつき ラフ攻撃 ラフ攻撃

凶器攻撃 ラフ攻撃 ラフ攻撃
巨大鉄サック攻撃 ラフ攻撃 突き技
ブラスナックルパンチ ラフ攻撃 突き技
コブラクロー ラフ攻撃 絞め技

ラフ攻撃 指折り ラフ攻撃 エンタメ攻撃 新日Jr.DLC(19/3/14)
ダブルニーチンクラッシャー 瞬発力 ラフ攻撃
牛殺し ラフ攻撃 馬力
ブラッディー・クロス 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)
ダブルニーストマッククラッシャー 瞬発力 馬力
サイファーウタキ 馬力 瞬発力 新日Jr.DLC(19/3/14)

エンターテイメント チェアーズ・イリュージョン エンタメ攻撃 攻撃テクニック
急所クロー エンタメ攻撃 攻撃テクニック

バック（小技） パンチ 顔面パンチ 総合系攻撃 突き技
スレッジハンマー 腕力 突き技
バックレバーブロー 突き技 突き技

エルボー ネックスマッシュ 突き技 突き技
エルボースマッシュ 突き技 突き技 ※19/10/31配信
コマンドエルボー ラフ攻撃 突き技

キック ミドルキック 蹴り技 蹴り技
バックソバット 瞬発力 蹴り技
延髄ハイキック 蹴り技 蹴り技
延髄ニールキック 蹴り技 瞬発力
ハイアングルドロップキック 瞬発力 蹴り技

ヘッドバット 延髄ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
反則技 急所パンチ ラフ攻撃 腕力
ラフ攻撃 裏関節蹴り ラフ攻撃 攻撃テクニック

引き倒し ラフ攻撃 腕力
ポジションチェンジ レッグトリップ 攻撃テクニック 攻撃テクニック



レインメーカースルー 攻撃テクニック 攻撃テクニック ※19/3/15配信
バック（中技） チョップ 延髄袈裟斬りチョップ 突き技 馬力

延髄ローリング逆水平 突き技 瞬発力
ラリアット 延髄ラリアット 腕力 馬力
張り手 延髄踏み込み掌底 突き技 腕力
キック マシンガンニーリフト 蹴り技 蹴り技
ヘッドバット 延髄ジャンピングヘッドバット ラフ攻撃 馬力
タックル 膝裏タックル 馬力 ラフ攻撃
ブレーンバスター リバースブレーンバスター 腕力 投げ技
フェイスバスター フェイスクラッシャー 投げ技 瞬発力
ネックブリーカー 背面ネックブリーカードロップ 投げ技 瞬発力
胴体叩きつけ サイドバスター 腕力 馬力

アトミックホイップ 腕力 馬力
DDT リバースＤＤＴ 瞬発力 馬力
スープレックス バックドロップ 投げ技 瞬発力

抱え式バックドロップ 投げ技 腕力
低空抱え式バックドロップ 腕力 投げ技
ジャンピングバックドロップ 投げ技 瞬発力
ローリングバックドロップ 投げ技 投げ技
捻り式バックドロップ 投げ技 瞬発力
急降下バックドロップ 腕力 投げ技

バックブリーカー クイックバックブリーカー 瞬発力 馬力
ワンハンドバックブリーカー 腕力 馬力
ワンハンドバックブリーカーＢ 腕力 馬力 ※配信技
ペンデュラムバックブリーカー 腕力 馬力

ラフ攻撃 ニークラッシャー 関節技 腕力
アトミックドロップ 馬力 腕力
ハイアングルアトミックドロップ 腕力 馬力

エンターテイメント リップロック エンタメ攻撃 エンタメ攻撃
ポジションチェンジ バックタックル 総合系攻撃 瞬発力

抱え倒し 投げ技 投げ技
バック（大技） パンチ 顔面パンチ連打 総合系攻撃 突き技
バック（小技）＋（中技） エルボー ファイナルカット 馬力 瞬発力

ラリアット レインメーカー 瞬発力 腕力
キック レインメーカー式Ｖトリガー 瞬発力 蹴り技

クロスアーム式スプレックスからのカミゴェ 蹴り技 投げ技 ※配信技
ＰＫ 蹴り技 蹴り技

後頭部叩きつけ リバースフランケンシュタイナー 瞬発力 馬力
グロリア 馬力 瞬発力
スリーパードロップ 瞬発力 馬力
コブラクラッチバスター 馬力 瞬発力
ハーフネルソンボム 腕力 馬力

フェイスバスター 肩車フェイスバスター 馬力 ラフ攻撃
倒れ込み肩車フェイスバスター 馬力 瞬発力
どどん 瞬発力 馬力
フルネルソン河津掛けフェイスバスター ラフ攻撃 馬力
背面落下式フェイスバスター 瞬発力 馬力
熨斗紙 馬力 瞬発力 新日追加（19/6/27）
高速スイングフェイスクラッシャー 馬力 瞬発力
リバースフェイスバスター 馬力 ラフ攻撃
リバースパワーボム 腕力 馬力

カッター フェイントスタナー 馬力 瞬発力
チョークスラム リフト式喉輪落とし 腕力 馬力
スパインバスター フルネルソンバスター 腕力 馬力
胴体叩きつけ フルネルソンアトミックボム 腕力 馬力



逆落とし 投げ技 瞬発力
DDT 垂直落下式リバースＤＤＴ 馬力 瞬発力
スープレックス リバースダブルリストアームソルトホールド 投げ技 瞬発力

裏投げ 投げ技 瞬発力
高速バックドロップ 投げ技 瞬発力
高角度抱え式バックドロップ 投げ技 腕力
ぶっこ抜きバックドロップ 投げ技 瞬発力
地獄バックドロップ 投げ技 瞬発力
垂直落下式バックドロップ 投げ技 瞬発力
殺人バックドロップ 投げ技 瞬発力
元祖バックドロップ 投げ技 瞬発力
バックドロップホールド 投げ技 瞬発力
抱え式バックドロップホールド 投げ技 腕力
レッグロックスープレックショールド 投げ技 瞬発力
アトミックドロップ＆バックドロップ 投げ技 馬力
ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
ジャーマンスープレックスホイップ 投げ技 瞬発力
投げっ放しジャーマンスープレックス 投げ技 腕力
ハイブリッジジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
デッドエンド 投げ技 瞬発力
滞空式ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
クロイツ・ラス 投げ技 瞬発力
ダブルジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
トリプルジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
エンドレスジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
ローリングジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
マヤ式スープレックス 投げ技 瞬発力
ローリングマヤ式スープレックス 投げ技 瞬発力
ローリングタイガースープレックス 投げ技 瞬発力
高速ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
大回転ジャーマンスープレックス 投げ技 腕力
高角度ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
元祖ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
ベリー・トゥ・バック 投げ技 瞬発力
連続ベリー・トゥ・バック 投げ技 瞬発力
スミススペシャル 投げ技 瞬発力 ※19/2/4配信
クロスアームスープレックス 投げ技 瞬発力
だるま式ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
タイガースープレックス 投げ技 瞬発力
タイガースープレックス'85 投げ技 瞬発力
タイガースープレックスホイップ 投げ技 瞬発力
高角度タイガースープレックス 投げ技 瞬発力
ハーフネルソンスープレックス 投げ技 瞬発力
ドラゴンスープレックス 投げ技 瞬発力
ドラゴンスープレックスホイップ 投げ技 瞬発力
ハイブリッジドラゴンスープレックス 投げ技 瞬発力 スターダム(19/8/23)
二段階式ハイブリッジドラゴンスープレックス 投げ技 瞬発力 スターダム(19/8/23)
高速ドラゴンスープレックス 投げ技 瞬発力
高速ドラゴンスープレックスホイップ 投げ技 瞬発力
高速フルネルソンスープレックス 投げ技 瞬発力
テキーラ・サンライズ 投げ技 瞬発力 スターダム(19/8/23)
ピーチ・サンライズ 投げ技 瞬発力 スターダム(19/8/23)
スリーパースープレックス 投げ技 瞬発力
コブラクラッチスープレックス 投げ技 瞬発力
J.O.サイクロンスープレックス 投げ技 瞬発力



チキンウイングスープレックス 投げ技 瞬発力
タイガースープレックス2004 投げ技 瞬発力
スクールボーイスープレックス 投げ技 瞬発力

パイルドライバー みちのくドライバーβ 馬力 瞬発力
片翼の天使 馬力 瞬発力
カルマ 馬力 瞬発力

パワーボム タワーハッカーボム 馬力 瞬発力
腕関節技 足踏み腕固め 攻撃テクニック 絞め技

ビクトル腕十字固め 関節技 攻撃テクニック
足関節技 オリエンテーリング・ウィズ・ナパーム・デス 関節技 関節技
複合関節技 クロスフェース・チキンウイング 関節技 関節技 新日Jr.DLC(19/3/14)

チキングイングフェイスロック 関節技 関節技
首絞め技 スリーパーホールド 絞め技 絞め技

胴絞めスリーパーホールド 絞め技 絞め技
胴絞めチョークスリーパーホールド 総合系攻撃 絞め技
スイングスリーパー 絞め技 馬力 スターダム(19/8/23)
スイングスリーパーB 絞め技 馬力 スターダム(19/8/23)
コブラホールド 絞め技 絞め技
コブラクラッチ 絞め技 絞め技
ドラゴンスリーパー 絞め技 絞め技
Sｋｕｌｌ End 絞め技 絞め技
チョークスリーパー ラフ攻撃 絞め技

クロー ショルダークロー 腕力 絞め技
バックブリーカー アルゼンチンバックブリーカー 腕力 絞め技

コブラクラッチバックブリーカー 絞め技 馬力
ストレッチ フルネルソン 腕力 絞め技

コブラツイスト 絞め技 絞め技
拷問コブラツイスト 絞め技 絞め技
ストレッチプラム 絞め技 絞め技
変型ストレッチプラム 絞め技 絞め技
卍固め 絞め技 絞め技
サーフボードストレッチ 腕力 絞め技
足掛け腕固め 絞め技 攻撃テクニック

丸め込み技 逆さ押さえ込み 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ブシロール 攻撃テクニック 攻撃テクニック
エル・エス・クレロ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
スクールボーイスープレックス 攻撃テクニック 攻撃テクニック
赤霧 攻撃テクニック ラフ攻撃
高角度前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力
飛びつき後方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力
ミステリアス・ラナ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ラ・エスパルダ 攻撃テクニック 瞬発力

反則技 凶器攻撃 ラフ攻撃 ラフ攻撃
ラフ攻撃 ダブルニーバックブリーカー 瞬発力 ラフ攻撃

ＧＴＲ 馬力 瞬発力
どどんスズスロウン 瞬発力 馬力

バック返し（小技） パンチ エルボーパット 突き技 突き技
バック返し（中技） キック カンガルーキック 瞬発力 蹴り技

オーバーヘッドキック 瞬発力 蹴り技
後頭部叩きつけ 河津落とし 投げ技 投げ技
フェイスバスター ブルドッキングヘッドロック 瞬発力 馬力
カッター 元祖カッター 瞬発力 馬力
胴体叩きつけ 一本背負い 投げ技 瞬発力
腕関節技 脇固め 攻撃テクニック 関節技

アームロック 関節技 関節技



捻り上げアームロック 関節技 関節技
足関節技 前転裏膝十字固め 関節技 攻撃テクニック
丸め込み技 前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力

サイドクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ボディプレス バックプレス 馬力 馬力
ホイップ アームホイップ 腕力 馬力
反則技 後ろ急所蹴り ラフ攻撃 ラフ攻撃
ポジションチェンジ フライングメイヤー 投げ技 投げ技

レッグスピン 攻撃テクニック 攻撃テクニック
バックに回る 攻撃テクニック 攻撃テクニック

走りダウン（大技） - 使わない - -
パンチ ジャンピングフィストドロップ ラフ攻撃 突き技
チョップ チョップドロップ ラフ攻撃 突き技 新日追加（19/6/27）
エルボー エルボードロップ ラフ攻撃 馬力

ジャンピングエルボードロップ 瞬発力 馬力
フラッシングエルボー 瞬発力 馬力
インパクトエルボードロップ 瞬発力 馬力
エルボードロップホールド ラフ攻撃 馬力

キック ニードロップ ラフ攻撃 馬力
ジャンピングニードロップ 瞬発力 馬力
ダブルニードロップ ラフ攻撃 馬力
キングコングニードロップ 瞬発力 馬力
ギロチンドロップ 馬力 瞬発力
ストンピング ラフ攻撃 馬力
フットスタンプ 瞬発力 馬力
顔面低空ドロップキック 瞬発力 ラフ攻撃
腹蹴り 蹴り技 ラフ攻撃

ヘッドバット ヘッドドロップ ラフ攻撃 馬力
小こけし ラフ攻撃 馬力

セントーン セントーン 瞬発力 馬力
サンセットフリップ 瞬発力 馬力
伸身式サンセットフリップ 瞬発力 馬力 ※19/3/15配信

ボディプレス フライングボディプレス 瞬発力 馬力
超肉弾プレス 馬力 馬力
ヒップドロップ 馬力 馬力

仰向け頭（中技） パンチ ジャンピングフィストドロップ ラフ攻撃 突き技
仰向け頭（大技） 倒れ込みフィストドロップ ラフ攻撃 突き技 ※配信技

馬乗りパンチ 総合系攻撃 突き技
馬乗りナックルアロー ラフ攻撃 突き技

チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技 ※19/10/31配信
振り下ろしチョップ ラフ攻撃 突き技
チョップドロップ ラフ攻撃 突き技 新日追加（19/6/27）
クネクネダンスチョップ ラフ攻撃 突き技

エルボー エルボードロップ ラフ攻撃 馬力
ジャンピングエルボードロップ 瞬発力 馬力
フラッシングエルボー 瞬発力 馬力
スライディングエルボーパット 突き技 瞬発力
馬乗りエルボー ラフ攻撃 突き技
エルボードロップホールド ラフ攻撃 突き技

ラリアット スライディングラリアット 腕力 瞬発力 ※19/10/31配信
張り手 馬乗り掌底 突き技 ラフ攻撃
キック ニードロップ（顔面） ラフ攻撃 馬力

ニードロップ（腹） ラフ攻撃 馬力
ジャンピングニードロップ（顔面） 瞬発力 馬力
ジャンピングニードロップ（腹） 瞬発力 馬力



ダブルニープレス（顔面） ラフ攻撃 馬力
ダブルニープレス（腹） ラフ攻撃 馬力
ニースタンプ（腕） ラフ攻撃 馬力
キングコングニードロップ 瞬発力 馬力
脳天膝蹴り 総合系攻撃 馬力
ギロチンドロップ 瞬発力 馬力
ストンピング（顔面） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腹） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腕） ラフ攻撃 馬力
フットスタンプ 瞬発力 馬力
後頭部に低空ドロップキック 瞬発力 ラフ攻撃
サッカーボールキック ラフ攻撃 蹴り技
ランニング顔面ドロップキック 瞬発力 蹴り技
スライディングフロントキック 瞬発力 蹴り技
デンジャラスニーキック 蹴り技 馬力
ランニングデンジャラスキック 蹴り技 ラフ攻撃
ランニングミドルキック 蹴り技 蹴り技

ヘッドバット ヘッドドロップ（顔面） ラフ攻撃 馬力
ヘッドドロップ（腹） ラフ攻撃 馬力
馬乗りヘッドバット ラフ攻撃 突き技

フェイスバスター ブレードランナー 瞬発力 馬力 新日追加（19/6/27）
首関節技 ネックロック 絞め技 絞め技
腕関節技 キーロック 絞め技 関節技

ストレートアームバー 関節技 関節技
チキンウイングアームロック 関節技 関節技
腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
クロスアームブリーカー 絞め技 攻撃テクニック

複合関節技 腕極め首固め 絞め技 関節技
チキングイングフェイスロック 関節技 関節技
首極めアームロック 関節技 関節技

首絞め技 首４の字固め 絞め技 絞め技
スリーパーホールド 絞め技 絞め技
ドラゴンスリーパー 絞め技 絞め技
バッファロースリーパー 絞め技 絞め技
三角絞め 絞め技 絞め技
アナコンダ・バイス 絞め技 絞め技
肩固め 絞め技 絞め技

クロー アイアンクロー 腕力 絞め技
アイアンクローホールド 腕力 ラフ攻撃

ストレッチ ステップオーバーフェイスロック 絞め技 絞め技
チンロック 絞め技 絞め技
捻り式チンロック 腕力 絞め技 ※配信技
ストレッチプラム 絞め技 絞め技
スタンディングクラッチ 絞め技 絞め技
リバースチキンウイングクラッチ 絞め技 腕力
クロスアームキャメルクラッチ 絞め技 絞め技
フルネルソンキャメルクラッチ 絞め技 絞め技
ストラングルホールドγ 絞め技 絞め技
変型リバースチキンウイング 絞め技 絞め技
クルックヘッドシザース 絞め技 絞め技

丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ローストピッグクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

セントーン セントーン 瞬発力 馬力
サンセットフリップ 瞬発力 馬力



ボディプレス フライングボディプレス 瞬発力 馬力
超肉弾プレス 馬力 馬力
ムーンサルトフォール 瞬発力 馬力
グラウンドシューティングスタープレス 瞬発力 馬力
バーミヤンスタンプ ラフ攻撃 馬力
ヒップドロップ 馬力 馬力

反則技 大鎌攻撃 ラフ攻撃 ラフ攻撃
コブラクロー ラフ攻撃 絞め技
チョーク攻撃 ラフ攻撃 絞め技
ギロチンチョーク 総合系攻撃 ラフ攻撃

ラフ攻撃 顔面肘グリ ラフ攻撃 ラフ攻撃
フェイスカット ラフ攻撃 ラフ攻撃

フォール 体固め 腕力 攻撃テクニック
両手押さえフォール 腕力 腕力
踏みつけフォール ラフ攻撃 ラフ攻撃
片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

エンターテイメント ナイトメア エンタメ攻撃 エンタメ攻撃
ファットマンプレス エンタメ攻撃 馬力

ポジションチェンジ ガードポジション 総合系攻撃 攻撃テクニック
仰向け足（中技） パンチ 倒れ込みフィストドロップ ラフ攻撃 突き技 ※配信技
仰向け足（大技） チョップ 逆水平チョップ 突き技 突き技 ※19/10/31配信

キック ニードロップ（腹） ラフ攻撃 馬力
ニースタンプ（足） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腹） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（脚） ラフ攻撃 馬力
サイキック ラフ攻撃 蹴り技
ローキック 蹴り技 総合系攻撃

ヘッドバット ヘッドドロップ（腹） ラフ攻撃 馬力
足関節技 スピニングレックロック 瞬発力 関節技

グラウンドドラゴンスクリュー 攻撃テクニック 瞬発力
足極め逆片エビ固め 絞め技 絞め技
足取りエルボーレッグロック 絞め技 絞め技
ストレッチマフラーホールド 馬力 絞め技
スピニングトーホールド 絞め技 関節技
監獄固め 絞め技 関節技
足４の字固め 絞め技 関節技
変型足４の字固め 関節技 絞め技
ナガタロック 関節技 絞め技
ブリッジ式足４の字固め 絞め技 関節技
膝固め 関節技 絞め技
膝十字固め 関節技 関節技
アキレス腱固め 関節技 関節技
アンクルホールド 関節技 関節技
ヒールホールド 関節技 関節技

複合関節技 ＳＴＦ 関節技 絞め技
サソリ固め 絞め技 関節技
スコーピオンデスロック 絞め技 関節技
トライアングルスコーピオン 絞め技 関節技
変型サソリ固め 絞め技 関節技
テキサスクローバーホールド 腕力 絞め技
拷問テキサスクローバーホールド 絞め技 絞め技 ※配信技
胴絞めテキサスクローバーホールド 絞め技 絞め技
バインティングクラッチ 絞め技 絞め技

クロー ストマッククロー 腕力 絞め技



バックブリーカー 弓矢固め 絞め技 関節技
ストレッチ カンパーナ 絞め技 攻撃テクニック ※19/3/15配信

逆エビ固め 絞め技 絞め技
逆エビ反り固め 絞め技 絞め技
逆片エビ固め 絞め技 関節技
拷問逆片エビ固め 絞め技 関節技

丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ファイブスタークラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック 新日Jr.DLC(19/3/14)
４の字ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ミ・アモール・デ・ミ・ノビア 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ボディプレス ムーンサルトフォール 瞬発力 馬力
反則技 釣り鐘ヘッドドロップ ラフ攻撃 馬力

釣り鐘ニースタンプ ラフ攻撃 馬力
釣り鐘ストンピング ラフ攻撃 馬力

フォール 片エビ固め 腕力 腕力
背面式片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

ポジションチェンジ ガードポジション 総合系攻撃 攻撃テクニック
その他 ジャイアントスイング 攻撃テクニック 腕力

うつ伏せ頭（中技） パンチ ジャンピングフィストドロップ ラフ攻撃 突き技
うつ伏せ頭（大技） 馬乗り後頭部パンチ 総合系攻撃 突き技

エルボー エルボードロップ ラフ攻撃 馬力
ジャンピングエルボードロップ 瞬発力 馬力
フラッシングエルボー 瞬発力 馬力

キック ニードロップ（首） ラフ攻撃 馬力
ニードロップ（腰） ラフ攻撃 馬力
ジャンピングニードロップ（首） 瞬発力 馬力
ジャンピングニードロップ（腰） 瞬発力 馬力
ダブルニープレス（首） ラフ攻撃 馬力
ダブルニープレス（腰） ラフ攻撃 馬力
ニースタンプ（腕） ラフ攻撃 馬力
ギロチンドロップ 瞬発力 馬力
キングコングニードロップ 瞬発力 馬力
脳天膝蹴り 総合系攻撃 馬力
カミゴェ 蹴り技 ラフ攻撃
ミドルキック ラフ攻撃 馬力 ※19/10/31配信
ミドルキック連打 ラフ攻撃 馬力 ※19/10/31配信
ストンピング（首） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腰） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腕） ラフ攻撃 馬力
チョン蹴り ラフ攻撃 蹴り技
低空スーパーキック 瞬発力 蹴り技 ※配信技
フットスタンプ 瞬発力 馬力

ヘッドバット ヘッドドロップ（首） ラフ攻撃 馬力
ヘッドドロップ（腰） ラフ攻撃 馬力

DDT ピンプジュース 瞬発力 馬力 新日追加（19/6/27）
スープレックス リフト 投げ技 馬力
パワーボム ハンマースロー式パワーボム 馬力 瞬発力 スターダム(19/8/23)
首関節技 ジャストフェイスロック 絞め技 絞め技

キングコブラホールド 絞め技 絞め技
腕関節技 ステップオーバーアームブリーカー 絞め技 ラフ攻撃

腕取りアームブリーカー 絞め技 絞め技
脇固め 攻撃テクニック 関節技
腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
腹固め 攻撃テクニック 関節技



複合関節技 ナガタロックⅡ 絞め技 関節技
オモプラッタ式クロスフェイス 絞め技 関節技
クロスアームキャメルクラッチ 絞め技 絞め技
両腕極め片エビ固め 絞め技 攻撃テクニック

首絞め技 胴絞めスリーパーホールド 絞め技 絞め技
片羽絞め 絞め技 絞め技
チョークスリーパー 総合系攻撃 絞め技

ストレッチ キャメルクラッチ 絞め技 絞め技
拷問キャメルクラッチ 絞め技 絞め技
ドラゴンクラッチ 絞め技 絞め技
ナガタロックⅢ 絞め技 絞め技
羽根折り固め 絞め技 絞め技
ストラングルホールドα 絞め技 絞め技

丸め込み技 ラ・マヒストラル 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ジャパニーズレッグロールクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
サイレントクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

セントーン セントーン 瞬発力 馬力
サンセットフリップ 瞬発力 馬力

ボディプレス 超肉弾プレス 馬力 馬力
ラフ攻撃 顔面肘グリ ラフ攻撃 ラフ攻撃
フォール 体固め 腕力 攻撃テクニック

両手押さえフォール 腕力 腕力
ポジションチェンジ バックマウントポジション 総合系攻撃 攻撃テクニック

うつ伏せ足（中技） エルボー エルボードロップ ラフ攻撃 馬力
うつ伏せ足（大技） ジャンピングエルボードロップ 瞬発力 馬力

キック ニードロップ（腰） ラフ攻撃 馬力
ダブルニープレス（腰） ラフ攻撃 馬力
ニースタンプ（脚） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（脚） ラフ攻撃 馬力
ストンピング（腰） ラフ攻撃 馬力

ヘッドバット ヘッドドロップ（腰） ラフ攻撃 馬力
スープレックス ぶっこ抜きジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力

ぶっこ抜きベリー・トゥ・バック 投げ技 瞬発力
足関節技 リバースインディアンデスロック 関節技 絞め技

裏足４の字固め 絞め技 関節技
裏膝十字固め 関節技 関節技
裏アキレス腱固め 関節技 関節技
アンクルホールド 関節技 関節技

複合関節技 ロメロスペシャル 絞め技 絞め技
ロメロチンロック 絞め技 絞め技
拷問ロメロスペシャル 絞め技 絞め技
カベルナリア 絞め技 絞め技
変型カベルナリア 絞め技 絞め技
リバースパイパーホールド 絞め技 腕力
ＳＴＦ 関節技 絞め技
クロス式ＳＴＦ 関節技 絞め技
裏ＳＴＦ 関節技 絞め技
フィッシュストレッチスリーパー 関節技 絞め技
鎌固め 絞め技 関節技

バックブリーカー 弓矢固め 絞め技 関節技
ストレッチ 前転キャメルクラッチ 絞め技 絞め技

逆エビ固め 絞め技 絞め技
逆エビ反り固め 絞め技 絞め技
逆片エビ固め 絞め技 絞め技



拷問逆片エビ固め 絞め技 関節技
イングランドストレッチ 絞め技 絞め技

丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ラ・マヒストラル 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ジャパニーズレッグロールクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ラフ攻撃 足掛け膝砕き ラフ攻撃 馬力
両膝砕き ラフ攻撃 馬力 ※19/10/31配信

フォール 片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

ポジションチェンジ バックマウントポジション 総合系攻撃 攻撃テクニック
仰向け頭（押込） - 使わない - -

エルボー エルボードロップホールド 腕力 腕力
クロー アイアンクローホールド 腕力 ラフ攻撃
丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ローストビッグクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ボディプレス フライングボディプレス 瞬発力 馬力
超肉弾プレス 馬力 馬力
ムーンサルトフォール 瞬発力 馬力
グラウンドシューティングスタープレス 瞬発力 馬力
バーミヤンスタンプ ラフ攻撃 馬力
ヒップドロップ 馬力 馬力

フォール 体固め 腕力 攻撃テクニック
両手押さえフォール 腕力 腕力
踏みつけフォール ラフ攻撃 ラフ攻撃
片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

仰向け足（押込） 丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ファイブスタークラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック 新日Jr.DLC(19/3/14)
４の字ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ミ・アモール・デ・ミ・ノビア 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ボディプレス ムーンサルトフォール 瞬発力 馬力
フォール 片エビ固め 腕力 腕力

背面式片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

うつ伏せ頭（押込） - 使わない - -
パワーボム ハンマースロー式パワーボム 馬力 瞬発力 スターダム(19/8/23)
丸め込み技 ラ・マヒストラル 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ジャパニーズレッグロールクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
サイレントクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ボディプレス 超肉弾プレス 馬力 馬力
フォール 体固め 腕力 攻撃テクニック

両手押さえフォール 腕力 腕力
うつ伏せ足（押込） - 使わない - -

スープレックス ぶっこ抜きジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック

ラ・マヒストラル 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ジャパニーズレッグロールクラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック

フォール 片エビ固め 腕力 腕力
エビ固め 腕力 攻撃テクニック

コーナー組み（大技）＋↑ パンチ コーナー馬乗りナックロアロー ラフ攻撃 突き技
コーナー組み（大技）＋←→ コーナー馬乗りナックロアローＢ ラフ攻撃 突き技



コーナー組み（大技）＋↓ 串刺しボディブロー 突き技 突き技
串刺しパンチラッシュ ラフ攻撃 突き技
串刺しハンマーブロー 腕力 突き技

チョップ 串刺し喉笛チョップ 突き技 ラフ攻撃
串刺しマシンガン逆水平チョップ 突き技 突き技
ピッチングチョップ エンタメ攻撃 突き技
ロープ渡り 攻撃テクニック 攻撃テクニック
拝みロープ渡り 攻撃テクニック 攻撃テクニック

エルボー 串刺しショートエルボー 突き技 突き技
串刺しカチ上げエルボースマッシュ 突き技 突き技

ラリアット 串刺し腕パンチラッシュ 突き技 馬力
張り手 串刺し胸張り手 突き技 突き技

突っ張り電車道 突き技 馬力
キック 串刺しニーリフト ラフ攻撃 蹴り技

串刺しミドルキック 瞬発力 蹴り技 新日追加（19/6/27）
串刺しストンピング ラフ攻撃 馬力
串刺し低空ドロップキック ラフ攻撃 蹴り技
串刺し浴びせ蹴り 瞬発力 蹴り技
ブーメランキック 瞬発力 蹴り技

ヘッドバット 串刺し頭突き連打 ラフ攻撃 馬力
タックル 串刺しショルダー 馬力 瞬発力
ブレーンバスター セカンド雪崩式ブレーンバスター 瞬発力 投げ技

トップ雪崩式ブレーンバスター 瞬発力 投げ技
コーナートップブレーンバスター 瞬発力 投げ技
雪崩式垂直落下ブレーンバスター 瞬発力 投げ技
雪崩式リバースブレーンバスター 瞬発力 投げ技
雪崩式フィッシャーマンバスター 瞬発力 投げ技

後頭部叩き付つけ 不知火 瞬発力 馬力
バーニングハンマー 馬力 瞬発力
筋肉バスター 馬力 瞬発力
雪崩式フランケンシュタイナー 瞬発力 馬力
雪崩式腰振りフランケンシュタイナー 瞬発力 馬力
雪崩式場外フランケンシュタイナー 瞬発力 馬力
雪崩式リバースフランケンシュタイナー 瞬発力 馬力

カッター コーナー駆け上がりカッター 瞬発力 馬力
ダイヤモンドダスト 馬力 瞬発力
雪崩式カッター 瞬発力 馬力

チョークスラム スカイハイ・チョークスラム 腕力 馬力
奈落喉輪落とし 腕力 馬力
大車輪喉輪落とし 腕力 馬力

胴体叩きつけ ターンバックオクラホマスタンピード 馬力 腕力
串刺しカナディアンバックブリーカー 腕力 馬力
アイコノクラズム 瞬発力 馬力
ゴリコノクラズム 瞬発力 馬力
雪崩式スパニッシュ・フライ 瞬発力 馬力
雪崩式バックフリップ 瞬発力 馬力 新日追加（19/6/27）
雪崩式水車落とし 瞬発力 馬力
雪崩式パワースラム 瞬発力 馬力

ＤＤＴ グリーンキラー 馬力 瞬発力 新日追加（19/6/27）
スイングＤＤＴ 瞬発力 馬力
元祖スイングＤＤＴ 瞬発力 馬力
スイングリバースＤＤＴ 瞬発力 馬力
雪崩式ＤＤＴ 瞬発力 投げ技
雪崩式リバースＤＤＴ 瞬発力 投げ技

スープレックス ロールスルージャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力



ターンバックルジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
雪崩式場外エクスプロイダー 投げ技 投げ技
雪崩式フロントスープレックス 瞬発力 投げ技
雪崩式サイドスープレックス 瞬発力 投げ技
雪崩式ダブルアームスープレックス 瞬発力 投げ技
雪崩式裏投げ 瞬発力 投げ技
雪崩式エクスプロイダー 瞬発力 投げ技
雪崩式バックドロップ 投げ技 瞬発力
雪崩式ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
スパイダージャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
雪崩式タイガースープレックス 投げ技 瞬発力
雪崩式ドラゴンスープレックス 投げ技 瞬発力

パイルドライバー 雪崩式ツームストンパイルドライバー 瞬発力 馬力
雪崩式タイガードライバー 馬力 瞬発力

パワーボム ターンバックルボム 馬力 腕力
バッドラックフォール 馬力 瞬発力
雪崩式パワーボム 馬力 瞬発力
雪崩式ジャンピングボム 馬力 瞬発力
雪崩式クルスフィックスジャンピングボム 瞬発力 馬力

腕関節技 雪崩式腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
足関節技 雪崩式ドラゴンスクリュー 瞬発力 投げ技
ストレッチ ロープ張り付け首４の字固め 攻撃テクニック 絞め技

スパイダーネット 攻撃テクニック 絞め技
丸め込み技 雪崩式後方回転エビ固め 瞬発力 攻撃テクニック
セントーン 倒立式ヒップドロップ 瞬発力 馬力
ボディプレス リバーススプラッシュ 馬力 瞬発力

ジャイアントプレス 馬力 瞬発力
スプレッドレッグムーンサルト 瞬発力 馬力
トリプルムーンサルト 瞬発力 馬力
コーナーヒットドロップ 馬力 瞬発力
ムーンサルト・フォール・アウェイ・スラム 瞬発力 馬力 ※19/10/31配信

ホイップ アストロシザースホイップ 瞬発力 馬力
ラフ攻撃 串刺しサイキック ラフ攻撃 蹴り技 新日追加（19/6/27）

コーナー踏みつけ ラフ攻撃 馬力
顔面ウォッシュ ラフ攻撃 蹴り技
コーナー逆さ吊りフットスタンプ 瞬発力 ラフ攻撃
ロープ引きずり刑 ラフ攻撃 ラフ攻撃
コーナー叩きつけ連打 ラフ攻撃 馬力
カーフブランディング ラフ攻撃 馬力
ギロチンホイップ 腕力 馬力
ヘアーホイップ ラフ攻撃 投げ技 スターダム(19/8/23)
ブロンコバスター ラフ攻撃 蹴り技

エンターテイメント あてがい エンタメ攻撃 エンタメ攻撃
雪崩前返し エルボー エルボーパット 突き技 突き技

張り手 掌底 突き技 突き技
ヘッドバット ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
ブレーンバスター 雪崩式顔面砕きブレーンバスター 馬力 瞬発力
チョークスラム 雪崩式喉輪落とし 腕力 馬力
胴体叩きつけ 雪崩式オクラホマスタンピード 馬力 腕力
ＤＤＴ 雪崩式スイングＤＤＴ 瞬発力 投げ技
パイルドライバー 雪崩式カナディアンデストロイヤー 瞬発力 馬力

雪崩式ツームストンパイルドライバー 瞬発力 馬力
パワースラム パワーボムホイップ 馬力 腕力

雪崩式パワーボム 馬力 瞬発力
雪崩式ジャンピングボム 馬力 瞬発力



丸め込み技 雪崩式前方回転エビ固め 瞬発力 攻撃テクニック
雪崩式後方回転エビ固め 瞬発力 攻撃テクニック

ラフ攻撃 顔面掻きむしり ラフ攻撃 攻撃テクニック
雪崩後返し エルボー バックハンドエルボー 突き技 突き技

後頭部叩きつけ スーパー雪崩式フランケンシュタイナー 瞬発力 馬力
スーパー不知火 瞬発力 馬力

丸め込み技 雪崩式前方回転エビ固め 瞬発力 攻撃テクニック
ボディプレス 浴びせ倒し 瞬発力 馬力

対エプロン組み パンチ フック 突き技 突き技
胸板ハンマーブロー 腕力 突き技

エルボー エルボーパット 突き技 突き技
張り手 フック掌底 突き技 突き技
ヘッドバット ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
ブレーンバスター リング内ブレーンバスター 投げ技 腕力
チョークスラム 奈落喉輪落とし 腕力 馬力
スープレックス エプロンバックドロップ 投げ技 瞬発力

エプロンエクスプロイダー 投げ技 瞬発力
エプロンジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
エプロンハーフネルソンスープレックス 投げ技 瞬発力

パイルドライバー 奈落タイガードライバー 馬力 瞬発力
パワーボム 奈落パワーボム 馬力 瞬発力

場外投げ捨てパワーボム 馬力 瞬発力
足関節技 奈落ドラゴンスクリュー 攻撃テクニック 瞬発力

場外エプロン組み パンチ フック 突き技 突き技
エルボー エルボーパット 突き技 突き技
張り手 フック掌底 突き技 突き技
ヘッドバット ヘッドバット ラフ攻撃 馬力
タックル ショルダーパット 瞬発力 馬力
ブレーンバスター 場外ブレーンバスター ラフ攻撃 投げ技

奈落ブレーンバスター 投げ技 ラフ攻撃
ブレーンバスター後方着地 攻撃テクニック 攻撃テクニック

スープレックス 奈落タイガースープレックス 投げ技 ラフ攻撃
ラフ攻撃 飛び降り式スタンガン 馬力 瞬発力

ショルダーアームブリーカー ラフ攻撃 関節技
ポジションチェンジ 足ひっぱり ラフ攻撃 腕力

足ひっぱり場外 ラフ攻撃 腕力
ガード攻撃（小技） パンチ ガードポジションパンチ 総合系攻撃 突き技
ガード攻撃（中技） ガードポジションナックルアロー ラフ攻撃 突き技
ガード攻撃（大技） 逆さ吊りパンチ 総合系攻撃 突き技

チョップ ガードポジションモンゴリアンチョップ 総合系攻撃 突き技
エルボー ガードポジションエルボーパット ラフ攻撃 突き技
張り手 ガードポジション掌底 総合系攻撃 突き技
キック 脳天膝蹴り 総合系攻撃 馬力
ヘッドバット ガードポジションヘッドバット ラフ攻撃 馬力
胴体叩きつけ リフトアップスラム 馬力 馬力
首関節技 抱え込みネックロック 絞め技 腕力
腕関節技 チキンウイングアームロック 関節技 関節技

腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
足関節技 足４の字固め 絞め技 関節技

アンクルホールド 関節技 関節技
ヒールホールド 関節技 関節技

複合関節技 サソリ固め 絞め技 関節技
首絞め技 ギロチンチョーク 総合系攻撃 ラフ攻撃

袈裟固め 絞め技 関節技
肩固め 絞め技 関節技



ストレッチ 逆エビ固め 絞め技 絞め技
丸め込み技 ジャックナイフ固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
その他 ジャイアントスイング 攻撃テクニック 腕力

ガード返し パンチ 足挟みパンチ 総合系攻撃 突き技
腕関節技 アームロック 関節技 関節技

変化式腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
スタンディング式腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
ダブルアームバー 関節技 攻撃テクニック

首絞め技 フロントネックロック 絞め技 腕力
三角絞め 絞め技 絞め技

丸め込み技 小包固め 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ウラカン・ラナ 瞬発力 攻撃テクニック

ラフ攻撃 弾き飛ばし 腕力 馬力
ポジションチェンジ バックに回る 総合系攻撃 攻撃テクニック

がぶり攻撃（小技） パンチ 顔面パンチ 総合系攻撃 突き技
がぶり攻撃（中技） ボディパンチ 総合系攻撃 突き技
がぶり攻撃（大技） キック 脳天膝蹴り 馬力 蹴り技

顔面ニーリフト ラフ攻撃 蹴り技
サイドボディニーリフト 馬力 蹴り技

ＤＤＴ ジャンピングＤＤＴ 馬力 瞬発力
スープレックス ダブルアームスープレックス 投げ技 瞬発力

リフト 投げ技 馬力
パイルドライバー パイルドライバー 馬力 馬力
パワーボム パワーボムホイップ 馬力 腕力
腕関節技 腹固め 攻撃テクニック 関節技
首絞め技 フロントネックロック 絞め技 腕力

胴絞めフロントネックロック 絞め技 絞め技
スピニングチョーク 総合系攻撃 絞め技

ストレッチ 羽根折り固め 絞め技 絞め技
ポジションチェンジ バックに回る 総合系攻撃 攻撃テクニック

がぶり返し 胴体叩きつけ 水車落とし 瞬発力 馬力
腕関節技 ハンマーロック 攻撃テクニック 総合系攻撃
ポジションチェンジ カニ挟み 攻撃テクニック 攻撃テクニック

持ち上げて落とす 馬力 瞬発力
足を引いて転がす 総合系攻撃 攻撃テクニック

バックマウント攻撃（小技） パンチ バックマウントパンチ 総合系攻撃 突き技
バックマウント攻撃（中技） バックマウントナックルアロー ラフ攻撃 突き技
バックマウント攻撃（大技） エルボー バックマウントエルボー ラフ攻撃 突き技

張り手 バックマウント掌底 総合系攻撃 突き技
ヘッドバット バックマウントヘッドバット ラフ攻撃 馬力
フェイスバスター リバースパワーボム 腕力 馬力
スープレックス リフト 投げ技 馬力

横抱え式ジャーマンスープレックス 投げ技 瞬発力
ベリー・トゥ・バック 投げ技 瞬発力

腕関節技 腕ひしぎ逆十字固め 関節技 関節技
首絞め技 チョークスリーパー 総合系攻撃 絞め技

胴絞めチョークスリーパーホールド 総合系攻撃 絞め技
丸め込み技 外道クラッチ 攻撃テクニック 攻撃テクニック
ポジションチェンジ がぶり 総合系攻撃 攻撃テクニック

バックアップマウント返し 足関節技 裏膝十字固め 関節技 攻撃テクニック
丸め込み技 前方回転エビ固め 攻撃テクニック 瞬発力
ボディプレス バックプレス 馬力 馬力
ポジションチェンジ 下から抜ける 総合系攻撃 攻撃テクニック

フロントツープラトン ラリアット サンドイッチラリアット 腕力 馬力



キック Ｗ．ドロップキック 瞬発力 蹴り技
サンドイッチ延髄斬り 瞬発力 蹴り技
フライングニールキック＋水面蹴り 瞬発力 蹴り技
ゴールテントリガー 蹴り技 瞬発力

ブレーンバスター Ｗ．ブレーンバスター 投げ技 瞬発力
フェイスバスター 3K 瞬発力 馬力 新日Jr.DLC(19/3/14)
カッター 合体カッター 馬力 腕力
ネックブリーカー ブリッジクラッシュネックブリーカー 馬力 瞬発力
スパインバスター 大外刈りバスター＋水面蹴り 投げ技 蹴り技
スープレックス 大外刈りバスター＋バックドロップ 投げ技 投げ技
パワーボム 合体パワーボム 馬力 腕力

パワーボム＋ネックブリーカードロップ 馬力 瞬発力
フロントスリープラトン パンチ 太鼓乱れ打ち ラフ攻撃 突き技
バックツープラトン ラリアット サンドイッチラリアット 腕力 馬力

キック サンドイッチ延髄斬り 瞬発力 蹴り技
フライングンールキック＋水面蹴り 瞬発力 蹴り技

後頭部叩きつけ ダブル垂直落下ＤＤＴ 馬力 瞬発力
チョークスラム チョークスラム 腕力 投げ技
ネックブリーカー Ｂ.ドロップ＋ネックブリーカードロップ 瞬発力 投げ技
スープレックス 大外刈りバスター＋バックドロップ 投げ技 投げ技

Ｗ.バックドロップ 投げ技 腕力
２階建てジャーマンスープレックス 馬力 投げ技

バックスリープラトン パンチ 太鼓乱れ打ち ラフ攻撃 突き技
コーナーツープラトン ラリアット ダブルインパクト 瞬発力 腕力

キック シャイニングインパクト 瞬発力 蹴り技
ブレーンバスター パワーボム＋雪崩式ブレーンバスター 馬力 投げ技
後頭部叩きつけ ダブルインパクト式不知火 瞬発力 馬力
フェイスバスター 合体ブルドッキングヘッドロック 腕力 馬力
ネックブリーカー Ｂ.ドロップ＋ネックブリーカードロップ 瞬発力 投げ技
胴体叩きつけ 雪崩式ダブルスパイッシュ・フライ 瞬発力 馬力

雪崩式オクラホマスタンピード 馬力 腕力
ＤＤＴ 合体ＤＤＴ 腕力 馬力
パイルドライバー ハイジャックパイルドライバー 馬力 腕力
その他 ２連続串刺し攻撃 瞬発力 馬力

コーナースリープラトン パンチ 太鼓乱れ打ち ラフ攻撃 突き技
ラリアット トリプルインパクト 瞬発力 腕力
パワーボム トリプルパワーボム 馬力 腕力
その他 ３連続串刺し攻撃 瞬発力 馬力

入場パフォーマンス パフォーマンス 片手上げ１
片手上げ２
片手半上げ
片腕上げ
片腕回し
拳突き上げ
人差し指上げ
テキサスロングホーン
指回し１
指回し２
指差し眺め
手首チェック
手首チェック片腕上げ
両腕交差片手上げ
両手上げ
両手ガッツポーズ
両手突き上げ



両手招き
両手叩き
両手拡げ挑発
両手拡げ叫び
両手振り
弓引きガッツポーズ
首斬りポーズ
バク転
筋肉アピール
バク転筋肉アピール
カニ歩き
トライアングルサイン
マイクアピール
ジャッカルポーズ
アイテムゲットアピール
両手中指立て
中指立て
クロスポーズ
片手上げ雄叫び
尻叩き挑発
両手斜め上げ
両手指斜め上げ
片腕入魂アピール
一本指上げ
両手握り拳
鶴の舞
糸巻きアピール
両手クロスガッツポーズ
首斬り自分指差し
頭指差しアピール１
両手振り上げ招き
両手ピース
会場見回しパフォーマンス
人差し指振り下ろし
下方指差し
敬礼
自分指差しガッツポーズ
観客に手を振る
指汗拭き
翼アピール
腕指差しアピール
セクシーポーズ
ハリキリガッツポーズ
ネコマネポーズ
教育的指導
高笑い
残心
コール両手叩き
刀ポーズ
両手広げポーズ
ガラガラパフォーマンス
天狗アピール
誓いのポーズ
タイツ直し
ノリノリポーズ



煽り両手半上げ
カウント両手上げ
ＯＨ！連発
ヒーローポーズ１
カンフーポーズ
エレガント礼
スキンヘッドアピール
頭指差しアピール２
両手前方指差し
ビックリ！
メキシカン式バンザイ
ヒーローポーズ２
拳銃ポーズ
両手指上げ
レインメーカーポーズ 新日DLC
レインメーカーポーズ２ 新日DLC
肩すくめ 新日DLC
反復横跳び
手刀アピール 新日DLC
力溜め拳上げ 新日DLC
目見開き拳上げ 新日DLC
横片手招き 新日DLC
両拳下げ叫び 新日DLC
人差し指前向け片手挙げ 新日DLC
エムエックスポーズ 新日DLC
あごに手を当て睨む 新日DLC
印を結ぶ 新日DLC
あぐら 新日DLC
アゴ指差し 新日DLC
カミゴェアピール 新日Jr.DLC(19/3/14)
弓を射るポーズ 新日Jr.DLC(19/3/14)
オスプレイポーズ 新日Jr.DLC(19/3/14)
首切り片手上げ 新日追加（19/6/27）
振り拳上げ 新日追加（19/6/27）
三方向気合い入れ 新日追加（19/6/27）
腕抑え叫び 新日追加（19/6/27）
STARSポーズ スターダム(19/8/23)
大江戸隊ポーズ スターダム(19/8/23)
ヘッドバンキング スターダム(19/8/23)
QQポーズ スターダム(19/8/23)
TCS敬礼A スターダム(19/8/23)
TCS敬礼B スターダム(19/8/23)

パフォーマンス１ パフォーマンス 片手上げ１
パフォーマンス２ 片手上げ２
パフォーマンス３ 片手半上げ
パフォーマンス４ 片腕上げ

片腕回し
拳突き上げ
人差し指上げ
テキサスロングホーン
指回し１
指回し２
指差し眺め
手首チェック
手首チェック片腕上げ



両腕交差片手上げ
両手上げ
両手ガッツポーズ
両手突き上げ
両手招き
両手叩き
両手拡げ挑発
両手拡げ叫び
両手振り
弓引きガッツポーズ
首斬りポーズ
振り向きポーズ
バク転
筋肉アピール
バク転筋肉アピール
上空毒霧吹き
カニ歩き
ＯＨ！
ピースサイン
サポーター直し
ファイティングガッツポーズ
拳溜め片腕突き上げ
指差し
ファイヤーポーズ
ＢＡＮＧ！ＢＡＮＧ！
両腕クロス
両腕交差片手上げ
開脚ジャンプ
握り拳
両手十字斬り
指鳴らし
首振り
手の甲指差し
ワイルドシャウト
原人の雄叫び
ＷＯＷ！ＷＯＷ！
胸張り手
マッスルポージング１
マッスルポージング２
雄叫びガッツポーズ
腹太鼓
腰クネ
地団駄踏み雄叫び
気合い入れ押忍
礼
神への祈り
ドイツ式敬礼
念仏拝み
振り向きアピール
両膝つき上空指差し
オリエンタルポーズ
忍者ポーズ
ブルドッグポーズ
ブルドック跨ぎポーズ
側転



降参ポーズ
片膝筋肉ポーズ
トライアングルサイン
四股踏み
マイクアピール
ストリートギャングダンス
ボムアピール
左右指差しパフォーマンス
ジャッカルポーズ
飛行機ポーズ
アイテムゲットアピール
両手中指立て
中指立て
クロスポーズ
勝利のダンス
ディスコダンス
両人差し指挑発
片手上げ雄叫び
尻叩き挑発
両手斜め上げ
両手指斜め上げ
片腕入魂アピール
一本指上げ
力一杯首斬り
軽く礼
両手握り拳
鶴の舞
アルゼンチンアピール
ヒップホップダンス
糸巻きアピール
両手クロスガッツポーズ
首斬り自分指差し
頭指差しアピール１
両手振り上げ招き
両手ピース
ガンつけ
両手合わせ礼
会場見回しパフォーマンス
人差し指振り下ろし
下方指差し
敬礼
自分指差しガッツポーズ
じっと手を見る
観客に手を振る
聞き耳パフォーマンス
指汗拭き
翼アピール
腕指差しアピール
セクシーポーズ
ハリキリガッツポーズ
ネコマネポーズ
教育的指導
高笑い
残心
コール両手叩き



刀ポーズ
両手広げポーズ
ガラガラパフォーマンス
天狗アピール
誓いのポーズ
タイツ直し
ノリノリポーズ
煽り両手半上げ
カウント両手上げ
ＯＨ！連発
ヒーローポーズ１
カンフーポーズ
エレガント礼
スキンヘッドアピール
頭指差しアピール２
両手前方指差し
ビックリ！
メキシカン式バンザイ
ヒーローポーズ２
拳銃ポーズ
両手指上げ
レインメーカーポーズ 新日DLC
レインメーカーポーズ２ 新日DLC
肩すくめ 新日DLC
反復横跳び 新日DLC
手刀アピール 新日DLC
力溜め拳上げ 新日DLC
目見開き拳上げ 新日DLC
横片手招き 新日DLC
両拳下げ叫び 新日DLC
人差し指前向け片手挙げ 新日DLC
エムエックスポーズ 新日DLC
あごに手を当て睨む 新日DLC
印を結ぶ 新日DLC
あぐら 新日DLC
アゴ指差し 新日DLC
カミゴェアピール 新日DLC
レイヴンアピール 新日Jr.DLC(19/3/14)
ダウン 新日Jr.DLC(19/3/14)
弓を射るポーズ 新日Jr.DLC(19/3/14)
オスプレイポーズ 新日Jr.DLC(19/3/14)
首切り片手上げ 新日追加（19/6/27）
振り拳上げ 新日追加（19/6/27）
三方向気合い入れ 新日追加（19/6/27）
腕抑え叫び 新日追加（19/6/27）
STARSポーズ スターダム(19/8/23)
大江戸隊ポーズ スターダム(19/8/23)
ヘッドバンキング スターダム(19/8/23)
QQポーズ スターダム(19/8/23)
TCS敬礼A スターダム(19/8/23)
TCS敬礼B スターダム(19/8/23)

決めパフォーマンス パフォーマンス 雄叫びガッツポーズ
両手ガッツポーズ
首斬りポーズ
指差し



握り拳
首振り
マッスルポージング１
気合い入れ押忍
両手クロスガッツポーズ


