












ストー1J- 

ブ□□ーヴ 
〜tales of goketsu〜 I 

時をさかのぼること165年前. 

剣豪としてその名を江戸の世にとどろかせ1：いる一人の武士がいた。 ぉこ？： な ゃfきぅじ*ぅ蜱え 气 
男の名は野牛十兵衛。 
けんたつじんおそ* かれ むるい おんなず うら■_かお 
剣の達人と恐れられた彼であったが、「無類の女好き」という裏の顔 

tf *3 ぶゆうでん とも，おお しそん のこ 
があり、の武勇伝と共に多くの子孫を残していった。その中のた 

©fe よ おそ ，きょうだいそんざい 
^後の世において恐ろしく強大な存在となるの 

たびさき ひとり &す》 はげ こい ' 
>旅先で、一人の娘と激しくもはかない恋におちて 

四季棚ぎ'二 
す ふたり 糾だ おとこ こ ケ ♦•うぺえし*ようぶ ■こ 
過ぎ、二人の間に男の子力唑まれた。十兵衛は丈夫そうな子 

-- みとど なまえ ふたたし*ぎょうたび 
供であることを見届けると、名前もつけないうちに再び修Rの旅に 
&てしまぅ。 のこ ははおや おっと.し**うべえ ひともじ， こ しんうへ 
残された母親は、夫「十兵衛」から一文字とってその子に「新十郎」 

と名づけた。 

……野牛という姓こそ名乗れぬ母子であったが.…• おお せいちよう しんうろう ははちちお‘やで1»_うぺえ 
雄々しく成長する新十郎に、母は父親「十兵衛」ク 

作I 
ことを聞かせる決 

なだか...けんごう ちじぶん なが しん’！?う.ろう 
に名高き剣豪の血が自分にも流れている〃新十郎はこのことを 

何よりも誇りとして生きていくようになる。 
▲ はは よさ ちち じ*うべえ たかい かぜ ftよ 

やがて母がこの世を去り、父•十兵衛も他界したことを風の便り 

A く。 

さすがにk心の日々が続いたがそんな折り、新十郎に突如觸駿が舞 
い込んでくる。 

:あいて きく むすめ ふたり''一はち♦£_ん こだからめぐ 1/1(7 Uんせい.おぐ 
相手はお菊という娘で、二人は八人の子宝に恵まれ幸せな人生を送 

f-ってぃく 0 . 馨，’:ジ ，い•くど..".はる おとす あ# す じた*い えど1' めい打 うつ.- 
幾度もの春が訪れ、秋的愚ぎ、時代は江戸から明治へと移っていっ 

!た。：!1：| 11■ |il|i51 しんし••うろう.名い….. ひ七■■みょう_じ も 
新十郎69歲。すべての人に名字を持つこと;！^午されることになる。ハ_ 
ちち ほこ V' しAlAgうろ:5: わ いちぞく けんごう ちすじ 
父のことを誇りに生きている新十郎は、「我が一族It剣豪の血筋を ，う つ いちぞくなり ぃぎ こ みょうじ 
受け継ぐ一族也Jとの意義を込めた名字を考えた。 



この滅血寺の文字が表すとおり.、家訓の真髓は力'とi筋を賛美する ちすじし♦ぐしや よう い 8 6 
ことにあり、その血筋が弱者へ継承されることを忌み嫌った。 
山んUiHろう：のこ せい かくん さら っよ ちすじ う つ': 
新十郎の残した姓と家訓は更に強い血筋が受tn継がれていくことを 

託したものであった6 ^ 
2?今けづU.さんだいめとうしゅ しま ほ .あ まいぞうきん.ゆで,//,:,ちか6ごうけつ' 
豪血寺三代目頭主 ''お志摩〃力斕り当てた埋蔵金と油田の力で、豪血 
じけ せかいさんだいざいばっ かぞ 
寺家は世界三欠酬のひとっに数えられるまでになっていた。 けっかざいさんもくてき おのれよくぼう とうしゅ ざ 

^この結果、財産目的の、己の欲望のためだけに頭主の座をねらうもの 

習得しようとする者などなど• ••…。 
_あ_ま，： とうし•?》' ぎ_ねち-.もの' 上お ごう K 
余りにも頭主の座を狙う者が多く、業を煮やし: たい 〇うたつ たびごうけつUけしゆさい t 
てに対して通達した。「この度、豪血寺家主催の』 

ることにMした。この大会てiis券した者に(九i ひ ごねんかんあた 
その日から五年間与えるものとする。また、その】 
じ ふたたとうしゅ ざ か かくとうぎたいかいおこな 



グーZAモートの説明 •) 
ごラけつcいちぞく 

この豪血寺一族には6つのモ 
ードついているのだ。ストー 
リーを楽しむためのストーリー ともだちたしせんたの 
モード、友達と対戦を楽しむた 
めのVSモード、必胡^や連陳技 
の練習が思う存分できるプラク じ"3せんてS れんし串う 
テイス1モード、実戦的な練習 
ができるプラクティス2モード、 
1回分のライフメーターでどこ 
までコンピューターと戦えるか 

を競うライフアタックモード、 
そして何とカラオケモードまで 
がついている。まず、ストーリ 
ーモードから順に脱明しよう。 

ス I-一U—モーF 
な ごうけつUいちぞく 

このモードはその名のとおり豪血寺一族の 

ストーリーを楽しむモードなのだ。各キャラ 
クターにそれぞれストーリーが用意されてお 

り、毎回別のキャラクターでやればいろいろ 

なストーリーが楽しめる。エンデイングはど 

のキャラクターにもついていて、いろんな最 

後がキミを待っている！ 

v,s.モード 
この本でメインに取り上げているのがこの 

モード。友達なんかと対戦をしてウデを競い あ ごうけつCいちぞく ただ たの かた 
合うのが豪血寺一族の正しい楽しみ方といえ 

るのではなし、かい？と思うほど面白いぞ。 

勝敗表もついていて、リセットしたり電源を 
切ったりしなけれ(fl己録力機っているので、 

勝ち数を競うのがまた楽しいぞ！ 



プラクテすス1モーp 

わざ かた れんぞくわぎけんき♦う さぃし* せんたく 
プラクティス1モードでは、技のつながり方や、連続技の研究ができる。最初に選択 
あぃて うご fev»n< むげん す れんいう 

した相手キャラクターは動かず、体力も無限なので、好きなだけ練習ができる。 
しかも、相手がただのデクだと連院かどうかまったく判らなぃが、このモードの場合 れんぞく わざ とう なん*fっれんぞく 

は連晓で技がつながってぃなぃと、途中でガードしてしまう。さらに、何発連院だった ひょうじ ともだちなんぱつはぃ きょうそう たの 
かの表示もあるので、友達と何発入るか競走するのも楽しぃぞ！ 

プラクテすス2モー尸 

なり1めに鼓されている 習にももってこいだぞ。 

プラクティス2モードは、プラクティス1モードと違って相手がたまに攻擊をしかけ 
てくるので、1そ 

実戦との違い《 
える。 

も誌も 違いは、プラクティスモードなので相手も自分も死なないこと。 

新しいキャラクターを使ってみたいとき、コンピューターが強すぎて少し練習してみ 
たいときなどに最追のモードだ。 



ラずフアタックモーp 

職に4うが、 これはひとりもISせなかったおISばあさん 
がでてきてなにかしら言う。よけ一なおせわだ。 

_  _- - . _ ふつうなら対戦がはじまるごとに满 
タンになるはずの自分の体力が、前のラウンドの終わったときの体力；!)#力とおなじに 

しかならないという、実にキビシイ条件で戦わねばならない。まずはとにかくプラクテ 

なキヤ 
これは自分の限界に挑1するモードなのだ！ 

•スモードで自信をつけてからやったほうがいいと思うぞ。ウデに自信のある人なら人 
5せん じょうけん たお ちようせん 
限なしの条件でやってどこまで倒せるか挑戦してみるといいだろう。 

カラ7TクモーF 

nぇ!^の謹 - し"-，_でみた。に 
あわせて歌詞に色がつく< 

_曲入っていて、バッファローとの 

バッファローとネL!^のテーマソングが入っている。 
とりあえずバッファローはヤバい。 

ゲームの音楽にあわせて歌が歌えるモード。；___ 

テーマにあわせてそれぞれ歌詞がついている。バッファローの歌詞はハッキリ言っ-.. 

を歌っているんだか全くもってナゾ。大声で歌って新興宗教と間違われても資任はとら 

ないよ一ん。ネし児の歌は巨〇の星（みんな知ってるのかな）のようなテーマにあわせて 

アツし'®!司がついている。こっちはまだ歌えそうだよね0 



コントローラの操作方法 

•1^用しません 
•使用しません 

を始める時に使用します。 
ーム中にボタンを押すとポーズがかかり、 
1■度#すと_されます。 

\^crmixim します〇 
ンやサブ画面での/、•ラメータを選 

択するのに使います。 
♦プレイヤーの左右移動やダッシュ、ジャン 
プ、しや)^み、ガードに_します。 

(2最後に 
このページのボタン操作は、1 
ボタン股定I 



キャラクターの基本操作 
•プレイヤーの基本操作(プWャ-が右向き瓣) 

++ポタン 

aiジャンプ 

めジャンプmmめジャンプ 

パンチ翼 

パンチポタン 
8. 

キックボタ;^ 

パンチi 

後退(ガード）' 

しやがみ(ガード) キック篛 

Rボタンとしボタンは使用しません 

ずに¥1：ポタンを雀に义れることて藏の^iをガードすることができます。 

•备げ あいて せっきん“うじ さゆう 1*3 あいて な _ 
相手に接近し十字ボタンの左右とパンチ強ボタンで相手を投げることができます。 

•M& う つづ #ぜつむ,うたw C*5 C か< れんだ 
ダメージを受け練けると、気絶状態になります。十字ポタンと各ボタンを連打して 

素早く立ち直れ0 

段ジャンプ 6« ぅ い6JTC«iC ぅ ilS ぅ¢1 
ジャンプ中にもう一度十字ポタンを上方向にいれるJ 

2段ジャンプができます。 

春前ダッシュ , C*^ C まえほうこう すばや かいい まえ 
十字ボタンを前方向に素早く 2回入れると前 

にダッシュします。ダッシュ中にI嫌ポタンを 

押すとダッシュ攻擊ができ、敵に与えるダメー ゥうc*うこうtft ，< ばい 
ジは通常攻擊の約2倍！ 
書後ダッシュ 
c•うじ うし ほうこう すばや かいい 
十字ボタンを後ろ方向に素早く 2回入れると 

後ろにダッシュします。この間は無敏なので 

うまく利用するべし！ 

: 





翻 投けにつDて 
とを^ 

1.地上投げ(ふつラの投げ) 
ふつう〖対がガードしている， 
外では体力をへらすことができないが、投げ 
てしまえば相手の体力をへらすことができ‘ 
るぞ。使い方〖夂相手に技を当てたあとや、 
ダッシュからいきなり投げるなどいろいろな 
使い方がある。投げに来たところを投げ返し 
や必殺技で返すなどの戦法も使いこなそう！ 
ふつうはあと少しで相手の体力がなくなる 
ときに使う。それ以外はなるべく使わないほ 
うがいいだろう。なぜなら、ほとんどのキャ 
ラは自分の後ろに相手を投げてしまい、せつ 
かく追い結めたチャンスを生かせないからな 

2.特殊投げ(アンジェラ、お種) 
アンジェラやお種（ばあさん〉げのコ 

マンドて•投げのかわりにつかみにいくぞ！ 
アンジェラのつかみは1回ひっかくごとに1 
ヒット。お種は吸しイ寸いたあと変身するぞ！ 
でも、お種の場合、変身している最中に相手 
が攻撃をしてくるのでうまくガードをしたり 
してやり過ごさなければならない。さらに、 
変身したお種ちゃん（！）t夂お種ばあさんと 
ぜんぜん攻擎方法が違うので、投げるタイミ 
ングをみはからって投げないと、攻擊(7)リズ 
ムが崩れてしまうこともあるので気をつけよ 
う。アンジェラは安心して投げられるよ。 

空中で相手の近くで地上投げと同じコマ 
ンドを入力すると空中でも投げができる！ 
対戦で相手にきめるととても気持ちイイぞ！ 
..■とはいうものの、実はこの空中^げ、かな 
り使いにくい。ふつうはこの技をねらうより 
は通常技や空中必殺技にたよるほうが多い 
と思うぞ。がんばって空中投げマスターにな 
つて対戦相手をぼいぽし难げられるようにな 
れればたいしたもんだよナ。 
ちなみにお種ばあさんが空中投げをした 

場合はちゃんと吸し'#いて変身するぞ！こ 
れは1度見てみると面白いかもね0 



( キヤンtzル1CつUて 
•ほとんどの通常技にキャンセルがかかる！ 

通常技が出ているときに、必殺_ 

コマンドを入力することにより、i 

常技の戻りのグラフィックをキャン 

セルして必殺技を出すことができる, 

特にこのゲームの場合は、通常技 
し，るい い およ つうCiうわざ で 

の種頃は言うに及ばず、通常技の出 
ぎわであろうが戻りぎわであろうが, 

いつでも技にキャンセルをかけるこ 
とができるのだ！ 

れんぞくこうげき あい 
フェイントや_攻擊、そして相 

手をたたみこむラッシュなど、いろ つかかた かなら 
いろな使い方ができるので、必ずマ 
スターしておこう！ 

•特殊技からのキヤンセルも可能だ、！ 

mm 
絮身の、ダッ穿ユパ^^らキヤンセルをかけての流炎#。 

Hh 
ひっさつわざのぞ とくしゅ つうCょうわざ 
必殺技を除く特殊な通常技、たと 
えばダッシュ中の技にも、キャンセ 
ルをかけることか#できる。 

特に、ダッシュパンチをキャンセ わざ いりょく おお あい 
ルしての技(城力が大きいので、相 て わざもど せっIパてs a * 
手の技の戻りぎわなどに積極的にさ :の戻りぎわなどに積極的に狙 

つてみよう。 くうち♦うひ，さつわざ も 
さらに、空中必殺技を持っている 

バッファロー•のジャンプ弱チ^/クをキャンセルして、フラ 

キャラクターであれば、ジャンプ中 
に出ている通常技をキャンセルして， 
くうち♦うひっさつわざ だ 
空中必殺技を出すこともできるの/^ 

これらのキャンセル技はmな動 
きからコマンドを入れるので慣れな 

いと難しいが、練習を積んですぐに 

出せるようにしておこう。 

12 



•上手に技をつなげて、連続技にもっていころ！ 

あいて つう“うわぎ あいだ っうe*うわざれんぞく あ 
相手キャラクター*si常技をくらってのけぞっている間に、さらに通常技を連続で当 

てることによって、透廉^をすることができる。 

できるだI愧いI嫌から長w嫌に繫げていって、より大きなダメージをあたえるこ れんぞくわざかんせい 
とのできる;^sを完^させよう。 . 

たとえば、しゃがみ弱パンチを当てた後に、それより少し長いしゃがみ琴キックを入 
れ、さらに長い立ち強パンチを入れ、最後にキャンセルで必殺技をたたき込む、といっ 

つうCiうわぎ かた けんhう れんぞくわざ み だ 
たように通常技のつながり方を研究しておくと、もラクに見つけ出せるぞ！ 

•特定の条件でつながる通常技もあるそ！ 
おお とくちょうひと mm このゲームの大きな特長の一つと 

して、特定の通常技をヒットさせた あと とくてい つうCiうわざれんしや 
た後に、さらに特定の通常技（連射 う こう■しゃ わ# へん 
できない）を擊つと' 後者の技が変 

化する（連射できるようになる）場 

HXHWlb RiSKttVi 

SI 

H二入れること 
るようになる。 

答がぁる。 

写真はキースとアニーの例だが、 

j者ともしやがみ弱パンチを1発以 じょうい あと ふだん れんしや 
上入れた後だと、普段は連射できな 

いしやがみ弱キツクjWIH■可能にな 
る。これによって、新たな連続技を 
つくこと かのう 

13 



( 2段ジヤンプ 
•2段ジャンプ目の出際は無敵だそ!！ 

ジぶゼプ中にもう1回ジャンプすると、2葭ジャンプがで$る。この2Sジャンプを 
した直後は、なんと一瞬だ力wt状態になるので、うまく利用すれば、を回す あとわざ だ こと げv>»fsわざもど すき 
ることもできるぞ。もちろんその後に技を出す事もできるので、迎擊Kの戻りで隙がで 
きている相手に攻擊をすることもできるぞ！ 

•技を空中でくらった後でもジャンプできる！ 

離れることができる 

り^の之段^でンプは、空中で、相手の技をくらったMにも否すことができる。これを 

利早して、着地ぎわを狙っているS辜からSく薩れたにしたり、逄に箱拳の另 
に跳びこんでいったりと、多彩な行動がとれる。 

せ まも つか わ しあいゆうり すす 
攻めと守りを使い分けて、試合を有利に進めよう。 

14 



空中攻撃 
•特殊な空中攻撃があるそ！ 

与種のジャンプ強午ックは、地上にいる相手に最 
高3発までたたき込める！ 
くうち*う こうげき はついcようこうげき くうち•办っさつわざ たさいわざ 
空中からのI嫌には、2発以上攻笨できるものや、空中必殺技など、多彩な技がある。 

たとえばお種のジャンプ強キックは、地上にいる相手に、最高3発までヒットさせる 
くうち♦办っさofcざ も くうち争う う9i く 

ことができる。また、空中必殺技を持っているキャラクターであれば、空中から強力な 

必_を繰り出すことができるぞ。 

•対空技で落とされた場合に空中必殺技が出せる！ 

r,邊备で泰とすァニー, 

くうち♦うひっSつわぎ も ばあい じぶん くうち*う わざ あと くうち，う 
空中必殺技を持っているキャラクターの場合、自分が空中で技をくらった後に、空中 

hっさつわざ だ じょうず つか げv对S あいて 
必殺技を出すことができる！これを上手に使えば、迎擊されても相手にペースをつか 
ませること無く試合を進めることができる。 

くうち•うひっさつわぎ つかとき 
空中必殺技があるキャラを使う時には、ぜひともマスターしておきたL啦だ！ 



( タツシユ 
•前ダッシュ時のパンチ、キック、投げを使いわけろ！ 

技をヒットさせて大ダメ 

-ジを狙え！ うまくペースをつかめ！ 

ダッシュ技を_して、 
ガードばかりしている相 

手には、思い切って投げ 

を狙うのも有効だ！ 

籲前ダッシュ時にダメージをくらラと… 

まえ こうげき まあ つ こうげ# だい あた つか 
前ダッシュ攻撃は、間合！〇を詰めつつ功笼でき、しかも大ダメージを与えられる、使 

える技だが、カウンターて•攻*を嗅らつてしまうと、2倍強のダメージを受けてしまう 

という両刃の剣なのだ。使いどころを考えて、むやみに舌し発しないようにしよう。 

•後ろダッシュ中は無敵だ！ 

うし ち•う こうげき う むてたい t どうぐ ぬ 
後ろダッシュ中は、攻擊を受けない。つまり無敏状態なので、飛び道具を抜けたり、 
空中からの攻擊を避けたりすることができる。特に、画面の端で相手のラッシュを受け 

ているときは、これを使ってかわすことができるので、ぜひマスターしておきたい。 





m mmmgMm 
必殺接鏟介 

空中で出る飛び道具。強は遠くへ、弱は近くに落ちる。 
ちゃくちまえてきあなんかいだ だん 
着地する前に敵に当てれば何回でも出せる。2段ジャンプ 

を有効に利用して、出すようにしよう。 

溜め時間がかなり長い（約4秒)。対空としても使える。 
ちじょう と どうく'' ぬ こうげき あ 
地上での飛び道具をすり抜けながら、攻撃を当てることも 

できる。レインボー•バリアと使い分けよう。 

<■に溜めて■>+パンチボタン 

ジャンブ中に小ゞ今+ノ ^ンチボタン 

強キックボタン押し続けた後、解除 

たしようむずか ひっさつわざち•うしん 
?コマンドが多少難しいが、アニーの必殺技の中心となる 
【技だ。この技で跳ばせて、レインポーパリアやアニー.ダ 
I たいくう;：うげS きほん 
^イナミックなどで対空攻擊をするの力 





■，紐へ 
mmmm M 
^アニー•ダイナミックの使いg] 

対空攻孳として使う。強力な空4中必殺技でも夕 相手の飛び道具を先読みして当てる。ライトニ 
イミングさえ合わせれば、この通り。 ングスラッシュ以外なら当てることができるぞ。 

#ifeMs>rレインポー•バリアの湊い®コ 

スワニーを擎つ。 後ろにタメて…。 レインボー•パリア。 

アニーの基本中の基本。レインポー.バリアを ような優しい相手はまずいないので、アニー•ダ 
由すタイミングが多少難しい。素直に跳んで来る イナミックと併用して使おう。 

iBSMA「フォトン•パ-ストのftい 

フォトン•バーストは、撃ったあと前に落ちて だから一発目を擎ったら、2段ジャンプを利用し 
来るので、かわされてしまつた場合かなり危険だ。 てバックジャンプをしよう。 
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I I つか れん そ'く わざ 

_使える連続技 
4HIT 

ジャンプ*強パンチ 

破壊カランクB 

立ち弱パンチ しやがみ弱パンチ 

アニー•八ミルトン 

しゃがみ強キック 

アニーの代表的な連続攻荦。結構簡単に入るの ら、立ち弱パンチ、しゃがみ弱パンチの回数を增 
で、使う機会は多い。体の大きいキャラクターな やして入れることも可能。 

一- 1 はかいりよく 
4HIT^[破壤カランクB 

しゃがみ弱パンチ やがみ弱キッ 

のつなげ方をすると連続となる。弱パンチを增や 
して入れることも可能。 



V.SiLIB I 
れいじたたかときち學う'い しようえんぶ 
礼児と闘う時に注意しなければならないのは、昇燕舞であろう。 
アニー側としては、流炎昇か恐いのでフォトン.バーストはほとん 
ど牽制ぐらいにしか使えない。アニー•ダイナミックは溜めない方 

[■画 

一 

アニー•ダイナミック 

は間合いを離されている 

時だけ溜めておいて、近 

い間合いの時には溜めな 
いでしゃがみ強キックを 

礼児に唯一地上で対抗できるのはし他にスキのない技として、立ち強パ 
やがみ強キックぐらいだろう。ンチがけっこう使える。 

いでしゃがみ強キックを 

使うようにしよう。地上 せんれいじたいこうたいくう 
戦で礼児に刘^して対空 

アニーとしてはフォトン、バーストを多用 
れいじ 9»うえんしよう 8iう 

したいところだが、ネし児の流炎昇がかなり強 
9よく く今ち*う う Iti ねら げきつい 
力なので空中て擊つ所を狙われて撃墜され 

おお がめん’ttL- 
てしまうこと力 <多い0よって面®の端ぐらいま はな とき あんぜん い 
で離れている時なら5 

外ではひかえた方力嗦 

I：なのだか#、それ以 

IIだろう。 
うかつに近い閜合いで擎ってしまう 
で簡単に落とされてしまう。 



v.s■キース 
アニーにとってキースは礼児と同じような_い:^となるだろう。 

キースも礼児ほどではないにせよ強力な対空があるので、フォトン 
•バーストが使いづらい0しかし、スワニー•クラッシュがかなり 

使えるのでどんどん擊っていこう。 

フォトン•バーストは… 
さき れいじ m の おな ない I 
先に礼児の所で述べたのと同じような内I 
容だが、フォトン•バーストを近い間合いI 
て策つと、口_リング.キヤノンで簡単に% 

落とされてしまう。スパイラル•キックのI 
けんせい つか だいじょうぶ 
牽制に使うのなら大丈夫かもしれないが…。1 



スワニ-•クラッシュをどんどん-ちこめ！ 遠い間合いでいやなの 
はバッファロー•ストー 

厶。跳んで避ければ着地 

を狙われる。そうならな 

いために、読まれて跳ば 

れない程度にスワニー. 

クラッシュを擊ちこみ、 

先手を取ろう0 

フライング•エルボーに気を付ける！ 

タツクル# ノローに負Iを付け？ 
たい せん ほか ち〇うレ 
対バッファロー戦で他に注意しなければ 

ならない攻撃は、タックル•プロー。パV 
ファロー•ストームを垂直ジャンプなん 

かでよけたりすると、着地に当てに来るな 

_んてことはザラだ。タックル•プローは必て 

ずガードすること！ :. 
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この_いもけっこう苦戦す含。このャラ&ターにもフォトン. 

バーストは威麵があるため使うのliltしい所である0他に注意す 
てんせいり申うらんぶだん つうCiうわざ め まえ 

る点は星流乱舞弾だろう。通常技にキャンセルして目の前で撃たれ 

ると何もできずガードするしかないことがほとんど。 

アニー•八Sルトン 

ニー•クラッシュを撃つ やはり離れたらスワ 

ニー•クラッシュに頼る 

しかないようだ。飛び道 ぐ さきだ ほう しゅどう 
具は先に出した方が主導 

権を握れるなめに先に擊 

とう0その後の読み合い 

に勝ってダメージを与え 

ていこう。 

スワニー•ク 

ラッシュを擊っ 

ていれば、お種 

ズなので確実に 

叩き落としてあ 

げよう0 

邁流乱舞弾はズルいよ一 
たい せいI)ゆうらんぶだん め まえ 

アニーに対して星流乱舞弾を目の前で 

出されると、アニー•ダイナミックを出す 

しかなくなる。弱キックをキャンセルして 

乱舞弾を出された後、アニー•ダイナミッ 

クを出してもお種が着地していなかったり 

すると当たらないことが多い。 

國 
弱キックをキャンセルしこのよ 
て星流乱舞弾を出されで、 
た後、アニー•ダイナミツ十ってしまうの— 
クを出すと…。 

のように当fこら; 
、一方的に攻撃: :每をく 

でm 



ぼ觀讓纖 
V.S.ffl# 

他のキャラと比べて、結構ラクに戦えるキャラではあるが、油成 
はっとり こうげきりょく ひく 

しないよつにしたい。破鳥の攻撃力はかなり低いので、それがこち 

らが有利だと思われるおもな理由であろう。しかし、藏算麄驗だ 

けは威力か*Sいので注意が'必要だI 



難 9 
(wem v.s.アンジェラ 

フォトン•パーストで逃げ回れ! 



HI職I力…r. 

v.s. M 
^<*たたか れんごくれいはじゅばくふ 

けっこつ苦しい闘いになるだろう。煉獄霊波に呪縛符という2つ 

の飛び道具がある上に、この2つの飛び道具は両方共に特或な違が 
ら〇1_ せんこうれっきやく Siうりょく ひっ 

あ^ので注意しなければならない。それに閃光烈脚という強力な必 

殺Kに悩まされることになるだろう。 

、種類の飛び道具には7 

I発目をs*cで消すことができたの 
だが、もう片方が……。 

念にはスワニー•ク 

ラッシュで牽制すること 
むずか しIJ•るい と 

(illしい。2種類の飛び どうぐ どうじ と く 
道具を同時に飛ばして来 

るからだ。1発目をS:C 
で消せても、もう片方が 
と き ばあいゆう 
界んて•来ている場合に有 

ちんねんがわ 
陳念側とし 

は2つある飛び 

道具を出して来 

るだろう。そこ 

を先読みして、 
跳びこみからの れんぞくこうげ# せっ 
連続攻撃を積 

極的に狙おう。 

閃光烈脚には• 
対策を知らないと閃光烈脚だけで削り 

殺されてしまうなんてこともある。その対 

策としてアニー.ダイナミック_を使うの 

我では常にアニー'..★ 
イナ.ミックを溜めて闘うようにしたい。対 

空にも使えるしね0 

I発目をガードしたI発目のガードカ 
後、2発目が当たるまた瞬wに出す。夕.、 

---ングが憤れるまでは多 
災罐しぃ。 

たるま 
でに技が出せるスキが 
二®■ある。 
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必_铵鏟介 Ml 

小:^今+バンチボタン 
ちし*ょう てき fe'S* けんせいよう つか げきしょうはどうは と 
地上にいる敵に対しての牽制用に使う。擊掌破動波で跳 

くうちゆう あいて り•うえんしょう お れいじき 
ばせて空中にいる相手を流炎昇で落とすという礼児の基 

本戦術に使う。出るまでのスキが大きい。 

豪血寺一族のゲーム中最強クラスの、対空に使える必殺 わざれいじ つよ ♦うえんしょう い かごん 
技。礼児の強さ【丈この流炎昇にあると言っても過言ではな きよう ほう なな じょうほう で じゃくつか わ 
い。強の方が斜め上方に出るので、弱と使し汾けよう。 

キックボタン連打 

ちゅうじゅうじ いつかいてん 
ジャンブ中十字:-回転+本、ソワボ9 V 

り《•うえんしよう なら れいじ せんじ♦つ か ちゅう 
流炎昇と並んで礼児の戦術には欠かせない。ジャンプ中 

，歎1^“.一ち?う、 一？.— _ . . 1 や」.. 
(て2ま托だプ中)し:？でも呼气ので' かなり使える。弱は 
手前、強は遠くまで届くので使い分けよう。 



_通常技のつながDk電 
个は立ち、小はしやがみ、パはパンチ、キはキックの略です。 

个iパ パ 
,< 

个弱キ キ 个iパ パ 个iキ キ 

个篛パ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

パ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

个篛キ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ルSキ 〇 〇 ■■■9. —.P—: 〇 〇_ 〇_ _〇 

个謠パ X X X X X X X X 

ぶパ X 〇 X 〇 K X X X 

个Sキ X X ; X X X X X X 

倭いやすい？! 
ノ岬襟n匕省ま獬 
fぅわ歷昇、f亨麵かIこ :tb 羅nTI Rtilチ.、レ*Sill《九，.VK . 
思う）。流炎!_ は らいこう“く なじ 
波、雷吼脚なとH蝶みや 
すい（？）技ばっかりだ " すい（？）技ばっかりだて とどうぐ たい:ぐうへい# もう ぶん し 

。飛び道具はあるし、対空兵器は申し分 
.ナず わざ Siう1)パ くうち!♦うこうげS QJ 

ない。削れる技はあるし、強力な空中攻撃まで 14 

あるし…。これだけ技の揃ったキャラクターが I 
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Iはどうは リゅうえんしょう—I ilEMkir破動波.流炎昇1 

擎掌破動波を撃つ。 相手が跳んだところを…… 流炎昇でたたき落とす。 

礼児の基本中の基本。簡単に首えば、拏掌破動有効でない相手もいるが、ほとんど全キャラ相手 
波で跳ばせて流炎昇で落とす。キャラによってはに使えるだろう。 

jjfeaa:i「w_6からヶズる1 

mこれも礼児や戦法巧ダとつ。相手の跳び道具を た場合雷吼脚でケズり、昇燕舞がヒットした場合 
昇燕舞で跳び越えて攻擎する。写真はガードされ 流炎昇に変えてダメージを与えよう。 

#lfeMA「タッシュパンチを磋ぇ] 

Mダッ シュパンチ。 しゃがみ強キック。 

前ダッシュ攻擎で間合いをつめながら攻擎する 
という戦法。もちろん前ダッシュパンチがヒット 

キャンセル雷吼脚。 

したなら、キャンセルして流炎昇に変えればかな 
りのダメージを¥えられるぞ！ 



ft T ] つか れん ぞく わざ 

m使える連続技 
3HIT ランクA 

れいじおおやま 
礼児大山 

ダッシュパンチ 

wmmmm 
3ヒットだが、2 

攻撃。前ダッシュ. 
が、最強クラスの破壊力をもつ連続 強の流炎昇だ。おもに地上戦のときに狙うが、前 

亂 パンチにキャンセルをかけての ダッシュにカウンターをくわないよう: 

はかいりよく 
5HIT 破壊カランクB 

しゃがみ弱パンチ 立ち強パンチ 流炎昇丨発め 流炎^*2発め 

5段攻擎。しゃがみ弱パンチから速距離立ち強 炎昇を2発当てるのが結構むずかしい。最初の 
パンチ、さらにキャンセル強流炎昇だ。最後の流 しゃがみ弱パンチを增やすこともできる。 

» I 11«かいりよく 
4HIT 破壊カランクB 

アッパー，知め アッパー2発め 流炎昇丨発め 流炎昇2発め 

4ヒットの攻! 
離立ち強パン- 

^) 攻擎だが、 わりと簡単にできる。近距 ルをかけて強の流炎昇。アッパー流炎昇とでも呼 
' チの2発めが当たったら、キャンセ うか。 



v.s■アニー i 
アニーに対してネし児は有利であると思われる。フオトン.バース 

う たい 0*うえんしょう きょうりょく たい 
卜を擊つためジャンプしたアニーに対して、流炎昇という強力な対 

空兵器があるためにだ。あとはアニーにも強力な対空が2つもある 
ため、跳びこむ時は注意しよう。 

に引きこんだのなら、次 
はスワニー•クラッシュ 

を読んで昇燕舞で攻撃 
しよう。しかし、適当に 

昇燕舞を出しているだ 

先読みで昇燕舞を当てられるのが当たったら着《 
ベストなのだが。 当ててあげよう 

けでは返されるのでフエ 

イントを加えて出そう。 

フオトン•バーストには流炎昇 

'二'、 ： 

このぐらいの間合いでフォ強の流 
トン•バーストを出されていまで: 

フオトン•バ 
ーストを撃つた 

めに空中に跳ん 
だアニーは流炎 

昇で落としてあ 

げよう。それに 

よって有利に闘 

•クラッシュに注意！ mm 
スワニー•クラッシュに撃掌破動波で 

撃ち合うと押されてしまう。それにより、 

ジャンプなどの回避行動をとらなければな 

らなくなる。sijに注意しろってワケではな らなくなる。別に注意しろってワケではな 
t たいぐうげVJlff 

いが、アセって跳びこんで対空迎擊されな 

いように気をつけよう。 
れて擎u掌破動波を出そうとすると、出るのが 



瞧幌だ__ s V.S■キース 
強*なキャラ崗士のMいだ。M署吴に射箜菝か なので地卫で 

のしのぎ合い（？）になるだろう。1番注意しなければならないの 

はスパイラル•キックだろう。逆にそれさえ注意していれば何とか 

なるはずだ。 

バックジャンプから昇燕舞 

の読みが外れた ばあいつかせん 
場合に使う戦 

に来な昇燕舞を叩き込むのだが； アッ2ュの時でも同じよ 
二狙ぅぅに縦、しょぅ。 

スパイラル•キックはだまってガード 
しているとただ削られるだけなので頭にく 

る。3回ガードした後、流炎昇か投げ返し 

を狙うのだが、その後も続けて出されると 

くらってしまう(その辺は読み合い)。3回 

目と5回目に返し技を狙おう。 
は4み合い。冷静に対処して返せ 
。次があるさ！ 



V.S■バッファロー 
たたか けつ；：うおもしろ たvvttん て# ごかくちか のうりょく 

この闘いは、結構面白い対戦かな。キャラ的に互角近い能力を 
も 9ょうほうとも たの ち*うい こうげき 
持っているので、両方共に楽しめる。注意しなければならない攻撃 

はタックル•プローとフライング•エルポーの2つ。この技だけに さいしんち♦うい ひつよう 
は細/L、の注意が必要だ。 

と どうぐ たいおう 

飛び道具に対応する！ ハ•ツファローには、ア 

ロー•ショットとバッ 
ファロー•ストームとい 

しゆるい と どラぐ 
う2 _の飛び道具があ 

る。2つの飛び道具は性 
かく ちが 9ようほう しょう 
格が違うので、両方に昇 
えんぶ た <<访うで# 
燕舞で対応出来なければ 
勝つこと推しい。 

破動波を5まく使5! 
げきしょうはどうは 
琴掌破動波 

を出した後、追 
いかけて相手に 
ちかよ れいc 
近寄るのは礼児 

の基本。その後、 
空中に逃れた 

敵を流炎昇で 
Hiしょう！ 

タックル•ブローに注意！ 
バッファローのタックル•プローには_ 

しよう。タックル•プローの溜めが完了し ときげきしようはどうはう み 
ている時に撃掌破動波を撃つと、見てから 

あいうちをとられてしまう。最偉で^)ガー 

ドして反撃したい所なのだが、急に来られ 
ると反]芯しにくい。 



礼児大山 

れいじ ばあ Liうしよう あいて げきしようはどうは たね 
ネし児にとってこの婆さんは少々いやな相手。撃掌破動波ではお種 

の飛び道具に擊ち負ける。さらに威嚇顔があるために、昇燕舞て•跳 
びこむことも難しい。でも、まったく手が出ないわけではないので 

しゃがみ弱キックを使5 

このぐI 
がみs: 

らいの間合いで、適当にしや このように打ち勝てる。ふ 
リして間合いを調節しよう 

お種婆さんのしゃがみ 

I強キック（スライディン 
Iグ）は、かなりいやな攻 

B擊だ。それに対抗して、 

しゃがみ弱キックを使お けつCうてStう だ 
う。結構適当に出してい 

ても打ち勝てるので、読 

まれないように出そう。 

りゆうえんしよう お 

流炎昇で落とせ！ 
たねばあ てんぷs»< 

お種婆さんの天舞脚に ち摯うい こうげき 
注意しよう。この攻撃は 
バッファローのフライン 
グ•エルボーと同じく、 

かなりいやなI嫌だ。2 

段ジャンプなどのフェイ 

ントを加えられると対応 

するの【illしい。 

威嚇顔に注意！ 
ち1こぅせんわこな ときち*うい 
地上戦を行っている時に、注意するべき 
点はスライディングだけではない。そのス 
ライディングを出している時にいつでも威 

嚇顔が出せるのである。もちろん昇燕舞で 

跳びこむなんてもってのほか。というわけ 

でスライディングには注意しよう。 



礼児(i; 4び二む;t)fi あ せっきんせん も 
合いをっめて接近戦に持 

ちこむかの闘い方があ 

る。そのうちの片方である 

接近戦に持ちこむための 

v.s.M 
礼児は破鳥にかなり有利だろう。破鳥というキャラクターには、 ごくえんし.*う1)*うだん き わざ べついかた 
獄炎昇龍弾ぐらいしか気をつける技がない。別の言い方をすれば、 わざ ちゆうい たたか ま 
その技だけ注意して闘えば、ほぼ負けることはないだろう。 

技の破壊力が格段に違うからね0 

龍炎波を先読みで跳びこ写真は雷吼脚だが、投げや 
めればベストだが、ガード足払いなどと混ぜて使うと 

.、ぃろぃろMみ 
=ダ基てるのだ。 

ラッシュ攻撃に注意！ 
ttrst 9 こうげき”よく 
破鳥というキャラクターは、攻:擊カフ 

I、かわりにスピードを生かしたラッシ: 
'げS とく1A はっとり —一一.' 麵 
擊が得意である。破鳥にラッシュをかけら 
れたならガードに徹して、スキをうかが； 

う。あと、前ダッシュで近寄ってから4 

げだけには注意しよう。 
ラッシ岛をかけられている時には、ひたすら耐 
えてチヤンスをうかがおう。 



れいじおおやま 
礼児大山 

V.S.アンジェラ 
せいのうてき み いっけんれいじ ほう ゆうり き 
性能的に見て一見礼児の方が有利なような気がするが、スマッ はや かんたん 0¢うえんしよう はんのう 
シユ•キックのスピードの速さは簡単に流炎昇で反応できるもの 

ではない。ネし児対アンジェラはそんなにキャラ差のある闘いではな 

いだろう。 

アンジェラの技の中で最も使え今技であ 

るがために、相手はこれに頼って来ること 

は間違ぃなぃ。さらにスピードが速ぃため 
9•うえんいう かくじつ げきつぃ fcfか 

に、流炎昇で確実に擊墜することは難し ifUfS む•） げきつぃ に 
ぃ。迎擊が_なら擊墜することなく逃げ 

鼠ろぅ。 

昇燕舞から攻めろ! 

相手のスキを突いて昇燕舞で跳び投げかしゃがみ強キックという2択 
こもう。 で攻めることもできるt 

昇燕舞で跳びこみ、そ 
こから組み立てていく礼 じ きほんせん“つ 
児の基本戦術がここでも とうぜんcゆうよう しゃしん 
当然重要になる。写真の 
ようにしゃがみ強キックを だ げきしょうは 
出して、キャンセル撃掌破 ど■うは らいこう5¢ く 
動波や雷吼脚につなげる 

のも1つの作戦0 

S-Kに注意せよ! 

_霧: 
-/.V 



V.S.陳念 
たぶん か おも りゆう ちんねん ひっさっわざ 
多分キャラ勝ちしていると思われる。その理由は、陳念の必殺技 たい れいCがわ たV访う ぼうず 

に対して、礼児側が対応しやすいということだ。しかし、この坊主 
ひっさつわざ とくしゅ toぎ おお とくせい 
の必殺技はどれをとっても特殊な技が多いので、それらの特性を 

しっかりと覚えてから闘おう！ 

呪縛符には… 

陳念の呪縛符に素早く反応してジャ戈して昇燕舞で跳びこむ。対空の煉 
ンブ！ 獄盤波に注意しよう。 

じゆばくふ わざ あ 
呪縛符という技に当 
たってしまうと、身動き 

がとれなくなって気絶と 

同じなので注意したい。 ちんねん じゅばくふ あと 
陳念は呪縛符の後すぐに れんご < れいは う 
煉獄霊波を撃つことがで 
きるので、2発飛んで来 

煉娜皮は、 
出始めにバリ 

アーのように使 

われる。それに 
ち！*うい しょうえん 
注意し;C昇燕 
舞での跳びこみ 
をねらうことを 
忘れずに。 



キ■ス•ウェイ、 
強さランク► A 

年齡： 25振（I969年3月13日 
iまれ） 
oi 

ゴ市内 



-；； ^ ひつ さつ わざしょう かい P ぐ. m 必殺技紹介 

,€ ぐに溜めて今+パンチボタン 
じめんあいてほうこうすべすベ ... 
地辱を相手方向に滑り、滑りきった所でパンチ3発をた 

たき込む技。相手の飛び道具を抜けることもできるのでk ほう わざ れんぞくわざ くこ 
宝する技だ。連続技には組み込めないぞ。 

ルビ<■+バンチボタン 

キース^)飛び道具。地を這う雷球を擊つ技だ。他のキャ 

ラの飛び道具に対して相殺しないという特&がある。でも、 
使う機会はあまりない…かな？ 

小キックボタン 

■ <*4 

これがかな〜り使える必殺技。最初の1発: がヒット■ 
と必ずあと2発入る。 連打により前面で5発， .そのあ 
手の背後に跳び1発、 計6発出せる。使い分| けよう！ 

たいくうわざ ではじいっし*んむてき 
キースの対空技。出初め一_敵だがあまリアテにしな 
■ i'< たいくうのうたか |>( きょう とち*う $ 

い方がいいぞ。対空能力はかなり高い。弱と強で途中の軌 
どうたか すう ちが っか ゎ 
道と高さとヒット数ASIう。使I•汾けよう。 

ワンポ.イント .キースの必殺技は当たって痛いのはd然だが、りで 

■I■分痛い デドバっス_も十分痛いぞ。最初から削る気でいけば楽勝べースだ!？ 



个は立ち、小はしやがみ、パはパンチ、キはキックの礙です。 

个篛パ 个iキ キ 个iパ 八• 个甾キ 』キ 

个Sパ 〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 X 

』パ :〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 X 

个簏キ X X X X X X X X 

4"®キ X X X X X X X X 

个謚パ X X X X X X X X 

以パ X X X X X X X X 

个諼キ X X X X X X X X 

Aるし、 

とにかく強いキャラ。 レ 

荷ぶぃって、スパィラケ'て 
ル.キックの紐りが謹い。ガる ば1つはい ぼう^4- 
1発入ればそのまま3発3 ^ 

ば続けてI〗りにいけば、^ ^ うでなけれし 

それだけで相手はすごいムッキーなはずだぞ。 

しかし、これだけでは勝てないキャラもいる。 

そんなときはライト 
ニング•スラッシュ 

やローリング•キャ 

ノン（しかし長I名 
前ばかりだね） 

し汾けて対応すれば 

okじゃないかなあ。 

楽勝だよね0 



基本戦術結介 
[お字様キースモードコ 

スパイラルキックX 3 しやがみ弱パンチX数発 キャンセ 

これだ巧やっ$り言勝てるよなぁ、と思わせら いる方は餘窠だからたまらない。やるのなら茧i 
れるほど強い。抜け出すのが困難なうえ、やって をなくさないiijiにネ。 

ilfeMsi [4ちキ-ス1 

L • Sを擊つ 相手が跳んでよける スパイラル•キックで擊髮 

_こn法上記のお子巧专ースが通用しない相手に なかなかクセが螽け為れなくて去Mするぞ。箱奉 
使う戦術だ。でも、一度お子様になってしまうと に与えるダメージもちびちびだしね„ 

iBsMAf备ちキースその日1 

相手が飛び道具を拏つ ナックル•ボマーでぬける ナックル•ポマー 

相手が飛び道具をもつ3いる場签はこんな吳S マーは铉ろ齒めのMなのであらゆる袈蒗で®め 
もいいかもネ、といった感じかな。ナックル•ポ ておくのもひとつの手だぞ。 

44 





連打をしてればうまく成立するぞ！ 





0ファローは破壤力がハンパじゃないのて*、こっちが3声Iて 

る間に1発当てられているペースではとてもじゃないけど闘ってい 
けない。バッファローには確実な迎gを行わなけれつの【壤し 

いそ.。 

これは毎度のパターン 
でスパイラル，キックの お ぎわ c»< れんだ 
終わり際に弱パンチ連打 

をしていればつながるこ 

ともあるけど、実際はつ 

らい。相手の投げもく 
らってしまうこともあ 
り、いいことなしだ。 

とつするキース！ キ■"スと2ッ 
ファロ—か★れ 

ているなら、な 

るべくガードは 

怠らなし够にし 

よう。タックル 
•ブローは思い 

のほか速いぞ〇 

とにかく恐い相手だ！ 
さいしょ， しる かく Cつ こうげ，げいげき. 
最初にも記したとおり確実に攻撃•迎撃 
おこな .1ひっさわ;T からぶ 

を行わなければダメだ。必殺技の空振りは 
Si くりょくお._ _あいて .でかた 
極力押さえて、おちついて相手の出方を うかが ほう よ おも タパルプロ-フ?IVダIW-とつ/ 
窺った方が良いと思うぞ。T-BとF*Eは突 ぜんだ たいしょ ことおお 
然出されると対処できなし淳が多し、ので、 

なるべくそうなる前に相手を押さえよう！ まうのだ。トホホ。 うかがポイントだ。 
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纏M 
v.s.asi 

キース•ウェイン 

コワいおばあさんとの対決だ。どのキャラにも共通して言えるこ たいくうわぎ 
とだけど、強力な対空技をもっているキャラっていうのはやっかい 

たね ひとり くう■ち*う ちじょう せ きほん 
だよね0お種もその1人だ。空中がだめなら地上で攻めるのが基本 

だけど、お種は地上も強いんだ……。ハメるか。 

キースにはするどい 

びこみがないので、空中 
せんよわ ぶるいはい 
戦は弱い部類に入るだ 
ろう。こうなる状況を避 

けるためにお種戦はナッ 
クル•ボマーを常に溜め 

ておくぐらいの気持ちで 

iiもう。 

星流乱舞弾も丨回しのげばライトニン: 
溜めは完了しているはず。種のスライ 
ナックル•ポマーを使え！ い。適度( 

たねいかくがん 
ぉ種の威_ 

をなんとかすれ 

ば、あとはお子 

様モードを使っ あいて たい9よく 
て相手の体力 
を奪えるうちに 

又ラッ浩はぉ费くでぅろぅろとてぃる場放っておこう！ 
ヴも通用しな合は、すかさパイラ 
Jう！ ル•キックで追い込め！ てしレ、クし. 

近づく手段はS*K ! 
せんc*つ たねちか ゆうこう しゅだん 
先述のとおり、お種に近づく有効な手段 
はスパイラル•キックだ！多少威嚇^で 
迎擊されてもビクビクせずに出して行こ 

うLあと、投げられそうな時でもそれが箸鉍なパターンとじてその4をスパィラル. 

最後の一IIじやなし味艮り、思し沏っ饭げらはまず始（ 轚じゃ4、._ ……… 

れてしまおう。変身後のお種(摘tじゃないぞ。 

?追いかける！ 
Iた場合は様子 
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ケズりで対抗だ 

V.S■アンジェラ 

mm\ 

行き着くところはやっぱり「お子様キー 

スj完全な連携にはならないうえに、立ち 

弱パンチで返されたりすることもしよっ 
ちゆうある。でも、スパイラル•キックの回 

数を変えたり、そのあとのしゃがみ弱パンチ 

連打に全てを賭ければなんとかなるさ！ 

足バイラル•キック中アンジヱラの裏にi 
^キックボタン連打でんで、ここでもうI ^ 
^で5回当てる！ 気イラル•キック！ ! 

はかい〇よく 
アンジェラの破壊力: 

あなどってはいけないJ 

い例と言える。この低 

ローリング•キヤノンを3 ぱい など わざ 
敗したり等の技のミスG いたで はず i 
かなりの痛手だ。外した1 

も3なに体力^ている.。は甚ゎない 



V.S.陳念 
ケズりの帝王同士の対ぞIキーうに(功®必殺技、陳念には強 

力な飛び道具と、お互い良いものを持っている。しかし、キース対陳 

念だと、ややキースの方に分があると思われる。キースは飛び道具 
を無効にできる必殺技が2つもあるからなのだ。 

こんな感じで跳びこみ 
はいつものようにあまり 

頼りにはならない。やつ 

ばりここはナックル•ポ 
マーかローリング.キヤ 

ノンでの攻め込みが正し 

いと言えるのではないだ 

ろうか。 

陳念には「お子 
様キース」は 

で通用しにくい。 
5回、6回、弱 

ハ。'ノチ連打等の 
フォローが必要。 



i*ランク►a 

參ワンポイン 

年齡： 30篆:(1'964¥2質 口f : 

4|れ> 
A型 



m必袭技結介Mi 

バッファローの基本:的な飛び31具。コマンド入力で簡単に 

いつでも出すことができるので、速くの距離での牽制に多,くつ 

かわれる。相手がしゃがんでいると当たらないのか難点。 

令に溜めて今+バンチボタン 
ぱや Ui?IS あいて たた ; 
す早くダッシュしながら、掌打を相手に叩きつける 

卜すると、相手は大きく吹っ飛び、倒れる0バッ: せん わざ おお 
戦でのメインとなる技。ダメージも大きいぞ！ 

大きく足踏みをしてからジャンプして、ジャンプキックと野牛 かたち きだん どうじ a わざきだん で いち した 
の形をした気弾とを同時に出す技。気弾の出る位置が下の ほう ぼうしよう とくしゅつかかた 
方なので、スライディング防止用に。特殊な使い方もある。 

フライング•エルボー 
空中で十字キ——回転+ノ \°ンチボタン 
ぜんしん.ほのおつつ• こ あいて とっしん わざみ め とお い 
全身を炎に包み込み、相手に突進する技。見た目の通り威 りよく ちようほう くうちゆうひっさつわざ はや かえ 
力があるので重宝する空中必殺技である。速いので返され 

づらく、2段ジャンプから出したりもできるのでかなり使える。 



ホワイト•バッファロー 

i墓逾瓮接のつなが 
个は立ち、小はしやがみ、パはバンチ、キはキックの略です。 

个弱パ小-パ个弱キ小弱キ个強パ小強パ个強キ小j 

盖パ し 〇 。り x x w _/ 

，篛パ ◦ 〇 ズ〇 X X 〇 _ 
崔キ X X X X 〇 X X 

.籠キ X X 〇 〇 X X X 

i パ X X X X X X X 

蓮パ X X X X X X X 崔キ[x lx L x C x i~ x I二 x I二 x I二 
スピ-ドとパワーで押していIJJ 

パヮ-だけだと窻ゎれ傻炫三TV 

はやひっ % 
かなりスピ-KjWIい必: 

wwww^ さっわざかそな 
^ 雛も兼ね備ぇてぃる。. 

まずはタックル•プロー。この技はすごいス あいて む とっしん かえ 
ピードで相手に向かって突進していく。返され_ 

づらいし、あいうちでも大ダメージを与えられる。 
<うち，うひっsつわざ 

さらに空中必殺技 
^aiiUSSBa^フラィング.エルボー 

八。n一 iiVn-, くうち•うひっさつ 
も強力だ。空中必殺 

ytv 技なので、返されて 
/|\ もさらに出せるのは 

iAsA 大きい。上記の2つ 
»メ^'-'-わざ せんぼう 

の技？:うまく戦法に 
スピード リーチ組み込んでみよう。 



[フライング•エルボーを#ぇ！] 

フライ3グ•エルポーは、いろいろな使いかた うに使ったり、バックジャンプして対Sに。もし 
ができる技だ。着地ぎわに出してフェイントのよ 返されても、すぐまた出るのも強みだ。 

备ちからAめへのパターン1] 

強いからといって、何も考えずにただタックル くらってしまう。相子の技の出ぎわなどに、相打 
ブローを出しているだけではガードされ、反擎を ちでいいからたたき込め！ダメージで勝つぞ。 

まずは、バッファロー •ストーム。 

56 

このあとに、後ろの気弾にも当たる。 



tえる技 
.. はかいりよく 

3HIT 破壊カランクB 

ホワイト•バッファロー 

バツ ファロー の 連続技 
は、どれも破壊力のある 

ものを狙わなくても、自分の 
使いやすいものを使ったほ 
うがいいと思うぞ。 

籣该な3ヒットの連統技だが、ダメーギはばか ゃがみ弱キック。そしてキャンセルで強のタック 
にできないぞ。ジャンプ強パンチで跳び込み、し ル•ブローをたたき込め！ 

へ，H、 はかいりよく 
3HIT 破壊カランクA 
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パースト 

ぎわや、技の出 
ぎわのスキなど 

にうまく攻撃を 
たたき込め。T* 

BやB • Sで攻 

め込もう.！ 

ングエルポーなどで攻め込んでも、アニー 

ダイナミックやレインポー.バリアで簡単 

に返される。むやみな跳びこみは死を招く 
ぞ。もし跳びこむなら、必ずフェイントを 

混ぜてからにしよう！ 

vs アニー 
ハ*ッフアローは、アニー相手にはかなり闘えるキャラクタ—だ。 

だからといって相手も強力な返し技を持っているので、むやみに 

ラかつに跳びこむな 



礼児はかなり防御力か*f金いキャラなので、とても攻めづらい。ネし じがわせ かくじつ かえ せんぼう 
児側に攻めさせ、こちらが確実に返していく戦法でいこう。 

こちらから攻めていくとき以外は、ある程度は闘えるはずだ。 

V.S.礼児 

常に優勢を保て 
こちらから攻め込むには、礼児の力べは 

あまりにも高い（流炎昇のため)。 
がんばって少しでも自分より相手の伴 

力を減らして、常に相手に攻めさせる状況 



v_s■キース 
キースのスハ•イラル.キックによるラ2シュ0への対処法と、 

できるだけラッシュをくらわないように速くに追いやってMづけさ 
せない鬪い方がこの対戦のメインとなる„特にラッシュへの対 
は、必ずマスターしておかないとつらい対戦になるそ*。 

クジャンブし• 
に技を出す感 

ての攻擊も有効。 

キースのラッシュI夂擊 

(んかなりこちらにとっ 
てはやっかいな攻擊であ 

る。飛び，道具とバック 
ジャンプ攻擊、フライン 
グ•エルボーなどをうま 
つか かんたん ちか 

く使って、簡単に近づか 

せないようにしよう。 

スパイラル.キックの終わスパイラル•キ 
•しやがみり深めにガード 

5発目まで出 
逆方向に夕 

けづらい。しかし ひっさつわざ つう“う 
必殺技と通常 
技のつなぎの部 

分を狙うことで、 

多る程度は返す 

事か可能だ。 
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V.S■お _ 

ホワイト•バッファロー 

m 

バッファローがお 1_ 

つまり、うまく待つことが 
アロー•ショッ 

注意点は、宑 

たねあいて たたか とS Sほん せ 
婿相手に闘う時の基本は、やはり攻めさせる事。 

ことが重要なのである。そして、遠い間合い用の 
べッファローストリームの使し汾けも大切だ。 

iの威麵と流星乱舞弾への対処の2点0 

スライデイ」ンタ，[ 

やっかいなので、たまに 

ノ《ツファロー •ストーム 

星流乱舞弾はころしろ 

中間〜逮閜なら、ジャンプ近間なら、溜ま 
してフライング•エルボー弱のタックル•ブロ 
がべスト。 してみよう。 

いれば近くで去たれた時に、足払 
一を出い系は絶対に擎つな！足 Iい系t; 

払いがスカって、相手の技 
だけ入ってしまうぞ。 

遠間でも近間 りゆうせいらんぶ 
でも、星流乱舞 
弾はいやらしい 

tktzo 
この技を返す 

時1：；は、早めに 

早応してF.巳を 

擊つのが良い。 

こちらから攻めるときは 
こちらが攻めなくてはいけない状況に 

なったら、フライング•エルポーを使うの 

がベスト。2段ジャンプで高く跳び、見え 

ない所から出す。たまに弱キッ，クなどをま 
ぜて、フェイントをかけると効果絶大だ 

ぞ/ 

» -Tiwsh ： _ wSmm 

f释 
餒ジャンプかフライ：■ 
どを出しを使う 

ング•エルボー 
とき 

〉威嚇顔を技の出かかりを 
いいぞ〇 

に。 
をMうと 



V.S.破鳥 
破鳥はスピードにものを言わせて攻め込んで来るので、それに惑 

わ_されずに自分のペースで試合を進めていくことが大亊だ。 

攻擊力がかなり上なので、落ちついて闘えばそうつらくはないと 

意ぅぞ。 

かなり攻め込みやす手の破鳥だが、 

注意しなければならない技が1つだけあ 
2T くえんしよう9♦うだん 

る0それか胃昇龍弾だ。 たいくうたいちよ a 
対空、対^に読まれて，うまく出されると、タィミン 
かなり苦戦する〇攻め込むタイミングを読Wたら“ 
* チ、卜A I h A I 孳でも対i 



ホワイト' 

■怒 

% 

アンジェラは、跳び込むときには必ずス 

マッシュ•キックをからめてくるだろう。 

ふつうの跳びこみ相手には、立ち弱キッ 
クか立ち弱パンチが確実。スマッシュ. たいしょほう わぎ もど 
キックの対処法は、まずガードして技の戻 

りにタックル•ブローでOKo 



V.S■陳念 
laん こうげき がめ/^し お つ こうげき 
念の攻撃で恐いの【丸晒端に追い詰められてのラッシュI嫌 

る。このラッシュをくらわないように、牽制のアロー •ショッ 
バッファロー •ス.トー厶は忘れずに。あと、陳念の煉獄霊波に 

ち娜れない れないので気をつけよう。 

煉獄霊波の出ぎわに相 

打ちを取ろうとしてタツ 
クル•ブローを出しても 

一方的にくらってしまい れんぞく すうはつ 
しかも連続で数発ケズら 

れてしまうのだ。呪縛符 

ならまだいいが、この技 

だけは気をつけろ！ 

技の昇りぎわに、立ち弱技の下りぎわに後ろダッ 
キック。かなりキツいが、シュ。これが丨番確実かも。 
相打ちはとれる。 しかし多少はケズられる。 

めりこむ位、深くガー 
きたなら投げられる。| 
ぃにSi! 

ラッシュはかな 

りつらい。 

対処法をきち 

んと覚えて、必、 
ず返せるように 

しておこう。 
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した後のスキが大きし、ので気をつけよう。 

お種の飛び道具。口の中に入っている入れ歯を吐き出し こうげき た はや つか わざ た* 
て攻擊する。溜めが早いので使える技ではあるのだが、出 

今+パンチポタン連打_ 
ぜんぽう むすう きだん う だ わざれんだ だ わざ 
前方に、無数の気弾嫌ち出银。連打で出なので、 

出るまでに多少の時間がかかるが出てしまえばかなり強い。 

少し浮き上がるために、下段攻gをスカすこともできる。 

出ぎわ力し瞬なので、とてもつかえる対空技0もちろ 
たいくう ちCiうわざさsよ あ かのう 
ん対空だけでな <ite±技を先読みして当てることも可能0 

溜めながら、スライディングで移動もできるぞ。 

MS 
ジャンプ中に个小+キックボタン 

Sのお くうち》う こうそく と わざ ふつう 
炎をまとって、空中から高速で飛びこむ技。普通のジャ こうげき つか あ ばあい あいて ころ 
ンブ攻撃とうまく使いわけよう。当たった場合、相手^*云 

ばなし、のでそのままにもっていけるぞ。 I V?:輿 
ワンポイント 岩砕歯は、ふつうの飛び道具だがスピードが早い。星流 

-T7 IV* > -7 らんぶだん ひじよう つよ おそ つか 
アト八1A 乱舞弾は、非常に強いがスピードカS1い。使いわけよう/. 





m 
aばせて蠢とす!そのl] 

き ほん せん じゅつしょう かい 

基本戦術紹介 

まず、岩碑歯を撃つ。もちろん、相手は反)^し gして威_顔だ！結構らくに出せるので、常に 
てジャンプ攻擎をしかけてくるだろう。そこで反 狙っていくといいぞ。 

dtfeSds»r鈿ばせて蠢とす!その21 

星流乱舞弾を使った場合のパターン。星流乱舞することになる。威嚇顔が当たる距離までスライ 
弾、出終わるまでのスキが長いので遠距離で使用 デイングで近づいて、そこから威嚇顔だ！ 

ラッシュのパターン1 

まずは、近距離で星流乱舞弾。 立ち強キックをガードさせて、 キャンセルで星流乱舞弾だ！ 

星流乱舞弾を使った、ラッシュのパターンを紹 その後、すぐに立ち強キックを擎ち、キャンセ 
介しよう。まず、近ぃ距離で星流乱舞弾を擊つ。 をかけて星流乱舞弾だ！ 



f謹腫漏_ 
_使える連縞技 

豪血寺お種 

ジャンプ強パンチから入る3ヒットの連続技。跳 がみ弱パンチ。そしてそのまま威嚇顔を出す。簡 
び強パンチを入れたあと、タイミングよくしゃ 単で、使いやすい3段技だ。 

はかいりよ< 
11hit _破壊カランクa 

大きな威力を誇る、IIヒ 
星流乱舞弾を近距離で当て 

ットの連統攻擎。まず 
る。すべてヒットした 

/I! H-r- ttかいりよく 
4HIT 破壊カランク 

あとに立ち弱キックを当てて、そのあと立ち強パ 
ンチが4発入る。ラッシュ4中にも狙えるぞ！ 

跳び強キックが3発当 
たることを利用した、 
簡単な4 $ツトの連続 
技。跳び么むときに少 
し早めに強キックを出 
しTわく。tゥT 
3発当たってそ(7 
立ち強キックも 
ぞ。そ:；からラッシュ 
に持ち込むのもよし。 
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アニーの^ォトン•バーしストやスワニー.クラッシュをかいく 

ぐって、お種がどのように攻めるかが、この対戦のポイントだろう。 
たね Siうりょく たいくうへい# いかくがん 

ただ、お種には強力な対空兵器である威麵があるので、かなり たいせん ゆうり すす 
対戦は有利に進められるはずだ。 

まずは近くで星流乱舞弾星流乱舞弾を総てガード 
をガードさせよう。（もし相しきる前にお種の硬直がと 
手がくらったら連続技へ)。ける。ここで立ち強キック。 

注意するべきこと 
いくら攻めやすいからといって、安易な 

跳びこみは禁物。レインボー•バリアーや 
アニー•ダイナミックで返されてしまう/ 

また、スワニー•クラッシュと飛具 そうさい〃ハげん_ん ■がん$い_.し う ま せい 
の相殺も厳禁。岩碎歯は撃ち負けるし、星 チ♦.うちんぷだん で Zt) 
流乱舞弾は出ぎわのスキがかなり怖い。 



*血寺おi 

V.SiblB 
れいじ たいくう つよ むてき 9♦うえんしよう と すべ 
礼児は、とにかく対空か 1金い。無敵の流炎昇は跳んでくるもの総 

てを焼き尽くしてしまうので、基本的に跳びこみは厳禁だ。 
そのため、中間距離での攻防かm敗を左右するだろう。相手の技 

をきちんと返して、勝利をつかみとれ！ 

擊掌破動波のスキを 
びこんでも… 

9•うえんしょう かんぜんむてき 
流炎昇が完全無敵だということ 
するために、ある_をしてみた。 

も出ぎわ無敵の技なので、いっしょ 

たらどちらかmつか？それとも 
り、抜けるか？結果はごらんの通L 

昇にはやっぱり負けるよ…。 

昇燕舞は威嚇顔で0Kだが、 
溜まつてなければノ N•ックジャン 
プからの天舞脚でも返せる。 

がんで移動しな 

がら、相手の出 わざ てきかく かえ 

ほんとう 9•うえんレよう つよ 
本当に流炎昇は強い。 

かなり遠い間合いであつ げきしようはどうは 
ても、また擊掌破動波の 

流炎昇には負けるよ 

スキを見て跳びこんで 

も、たいがいは落とされ 

てしまう。礼児に対して 

也±戦をメインとして、 

跳びこみは避けよう。 



V.S■キース 
キースに対して、お種はかなり闘えるようだ。スパイラル.キッ 

クを使^たラッシュ、通称キースラッシュを威_て•返せることが 

かなり大きい。だからといって、ほかにも注意するべき強力なMを 
キースはたくさん持っている。気をひきしめて望め！ 

キースラッシュの返し 

方を説明しよう。 

まずはガードする。そ 
して、スパイラル•キッ 

クの3発めか5発め（こ 

のへんは読み合い）の後 
のつ なぎの通常技に威 

を当てるのだ！ 

遠距雜で飛び 
道具嫂ってぃ 
ればラッシュも 

くわないだろう、 

というの■い。 

雄けるぞ。 
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豪血寺おi 

バッファ … .. 

しお種はほかのキャラにくらべてバッファローに対してけっこう闘 
Iえる。端においつめてラッシュさえかけられれば、かなり有利に展 
かい せいり•うらんぶだん 
開していけるだろう。星流舌し舞弹でおいつめろI 

お種側はとにかく相手を 
端に追いこんでいきたい 

ので、近づいて技をガー 
ドさせたいところだ。 
バッファローはアローシ 

ョットなどて售戒してい 

るので、うまく近寄って 

から攻めよう。 

相手に当てるように、うま相手がバックジャンプしたスライディングで相手が転 
くスライディングを使ってり、なにか技を出そう，とし、だら、跳びこむのもいい。 
攻めていこう。キャンセルたら威嚇顔を出して攻擎技をガードさせて、端に追 
でラッシュも当然有効だ。だ！ いこもう。 

びこみも有効な こうげきほうほう 
攻撃方法だ。 

タックル•ブローを避けろ 

遠距離でもいきなり出されると対処に困る 
タックル•プQ—。威嚇顔を反応で出すの 

はかなり難しい。 

そこで、後ろダッシュを使ってみよう。. 

かなりラクに反応して避けることができ 

る。そのあとはスライディングが狙えるそ、 けてから* 
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X':娜 

v.s.w# 
島はとにかくスピードASiい。その機動力を生かした攻め太に 

翻弄されないように注意して闘おう。 

特に怖いのはダッシュ技„カウンターでくらったりすると、大ダ 

メージをうけてしまうぞ！ 

カウンターを当てろ！ 





終念5蘇kては、お輸はかなり矣がぁfだろう。餘赛赛SをSっ 
た固ヂ拷も抜けられるし、かなりラクに攻めこめる。箱手にもぎ：^ 

ななどあるので軽くは見れないが、勝てないということはな 
いだろう。 

ちん<8ん れんごくれいは ではじ 
陳念の嫌81應波の出始 
めの部分は、どんな飛び 

_でも吸収してしまう。 

しかし、星流舌]JI弾を 

タイミングよく擊てば、 
擊ち負けることはない。 

星流乱舞弾で、ガンガ 
ン押していけ！ 

がみガードして- 

これが基 多少めりこんだ感じの閃光 
.う。結構烈脚なら、お種の後ろに落 

ラクだぞ〇 ちるので备げてやろう。 

閃光烈脚を 
使った固めラッ 

シュAお種に 
は余り意味がな 

さそうだ。かなり 
ラクに返せるの 

で、出されたら 

すぐに返そう。 

飛び道具を返せ! _ 
れんご < れいはたいく~ぃがぃ ち/Uaん 
煉體波を対空に使うとき麟は、陳念 

■のときには 
先読み天麵で翻$にもゥていける。| 

::れ:んご：1'くれいは じつ xn 
:煉麵皮「 そし’ 

て崔す, 

甚ぃ矣I 

:にもっていける。 

队実はスライこィぶグ餻が鏹备を‘った驗Kのときにはス 
ことができものだ。2つの対応策をときには天舞え冥ィデはぅグ。箱¥の 

:ぃ分けて'よりfぃダメージを奪えよぅ。ダニ〜ま,続技でうミに，::る南备 



強さランク► □ 

才蔵は、全キャラクター中 
唯一画面の端から端までグッ 
シュのできるキャラクターで 
ある。ダッシュして投げたり、 
ふいをついてのダッシュキッ 



必殺技紹介 b 



Id通常技のつながD 
小はしやがみ、) 1はバンチ、キはキックの略です。 

小篛パ 个篛キ キ 个_パ パ 个篷キ 小: 

〇 X X X； X X ( 

〇 X X X X X ( 

X X X X X X 

X X X X X X ( 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

tたしかにスピ-ドはiいが……, 

E想<の，大の欠点は「攻身义( 
r 無さ」。ほ及.M9m i 

昇龍弾とダッシュ技だけだ。獄炎昇龍弾 
tもはい つかわざせことき 
守りに入ったときに使う技。攻め込む時は 

わ豸たよ 瓛んいちまえ じ 
シュ技に頼るが、万一前ダッシュ時にカウ 

ンターをくらうと悲 

IIなほどのダメ-ジ 
y\°n一 ゃくそく れんぞく 
ハ：； 力制束される0連続 

で8券ったときは最高 

なんだけどね0 



,f き ほん せん じゅつ しよう かい 

rj基本戦術紹介rt 
ダッシュキックをIぇ!1 

ダッシュキックは早めに出す。 相手が吹き飛び、有利に展開。 弱パンチを重ねてラッシュへ。 

速くに相手がいるときに、ダッシュキックを 相手の起き上がりにしゃがみ弱パンチを重ねて 
狙ってみよう。当たった相手は吹き飛び転ぶので、 ラッシュにもっていけるぞ！ 

ダッシュパンチから鐘題だn 

ダッシュパンチで攻撃して、 キャンセル靑炎裂傷斬が入る。 弱キックからラッシュへ。 

ダッシュパンチの場合は、相手が転ばないので ンチをうって、当たったらキャンセルで靑炎裂省 
連続技をたたき込むことができるぞ。ダッシュパ 斬。そのあとしゃがみ弱キックからラッシュへ！ 

I~ごくえんしようりゅうだん つか ―I 

獄炎昇龍弹を使いこなす1 

獄炎昇龍弾さえ出てしまえば、 お種の強キックとあいうちでも、これだけのダメージ差がある。 

獄炎昇龍弾は、つかいづらい技だが憤れればか にかなり近距離であっても、技さえ出てしまえば 
なりの威力を発揮する技だ。たとえば写真のよう 相打ちでもダメージでは勝てるのだ。 
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ジャンプ酱キック しゃがみ酱パンチ C靑炎裂傷斬 

しゃがみ弱パンチ 立ち強キック しゃがみ強キック C育炎裂崔斬 

しゃがみ弱バンチからのラッシュパターンの ライディング、キャンセル青炎裂傷斬。あくまで 
例。弱パンチのあと立ち強キック（2発）、そしてス ー例なので自分だけのパターンも考えてみよう！ 

81 



スワニー•クラッシュで_たれた 
ら、龍炎波で対応。 

強キックを出して来ないアニーは^ア 
二一.ダイナミックを溜めつつ闢つている 

と思、つていいだろう。 
アニー•ダイナミックI炒控使用に非常 

に強し啦なので、調子に乗って跳びこむと 

痛い目に合うぞ！ 

アニーは距離をとって 

スキを見せたアニーに 
P空旋風斬で破烏が攻 
擎をしかけるが、しか 
レ”。 さ 

を狙われたら、 

擊してくる。それに対応 
してこちらも龍炎波や 
ごくえんしょううだん だ 
獄炎昇龍弾を出そう。 
そして、機会をみてダ 

ッシュから攻めこもう！ 



はっと.9:さいざう 
破鷉才藏 

礼児は、対空が非常に強いキャラクターである。そのため、こち こうげ# れいCがわ せ 
らからは攻擊しづらい。うまく礼児側に攻めさせるかたちをとろう。 まも かた ひつよう あいて こうげき たい 
そのためにはこちらの守りを固める必要がある。相手の攻擊に対 

応させた攻めを心がけよう。 



m v.s■キース 
キースには、必殺め技スパイラル，キック6がある。これを使つ 

たラッシュが非常に強いので、このラッシュに持っていかせないよ 

うにしよう。また、ラッシュに持ちこまれた場合の返し方もきちん 
とマスターしておこう。 

龍炎波でうまく牽制しよう。技の出弱獄炎昇龍弾での牽制もかなり有 
始めでも返せるぞ！ 効だぞ。 

スパイラル•キック比 
かいしち“ご きより 
開始直後くらいの距離;^ 

もくらってしまうほど横 

に長くのびる。 
キースとの間合いをなる 

ベく広くとって、龍炎波 
けんせい ごくえんUう9奉う 
で牽制しよう。獄炎昇龍 

弾も使えるぞ。 

キースのスノ \° 

イラル•キック 

に弱キックやパ 
ンチをからめた 
ラッシュはとて 

も抜けづらい0 

返し方をきち 

んと覚えよう。 

そのほかの注意点 
スパイラル•キックによるラッシュを受 

けている時、こちらが返し技を出すタイミ 
ングを読まれると、ローリング•キヤノン 

で返されることがある。 けっきょく よ あ かんたん よ 
結局は読み合いだが、簡単には読まれな 

いようにいろいろな返し方をマスターせよ。 

スパイラル•キックの 
ラッシュを返そうとし 
て相手に銃まれてしま 
ろと• _0 
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はっとりさいざう 

バッファローは政策力がとても高いキャラなので、技同士があい 

うちになったりすると、ダメージ的にかなり分A潘い。 
バッファローが待ち、破鳥が攻める闘いになりがちなので的確な 

I対応が重要だ。 

文めこむ時は… 

一•シヨツトをスライf 
ゃがみ強キック）で抜( 

待っている_バッファ 
口-★制て，っァロ- 

•シヨットをスライディ 

ングで抜けて攻筆をしか 

けよう0 

転ばせたりうまく近寄 

，ュに备 られたら、ラッシュ 

アロー •ショットを先読み飛び道具に対しては、確実アロー •ショットのタイミ 
して、獄炎昇龍弾をぶちiに対処していこう。ムダなングを読んで、ダッシュ 
てろ！ ダメージは避けよう！ キックを当てることも。 

牽制している 

ハ♦ツフアローに たい かく_cつたい 
対して確実に対 

処しよう。飛び 

道具を先読みし 
て、ダッシュキ 

ックを狙うのも 

いいぞ〇 
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aM誦關_ 
v.s 
謂 
アンジヱラ _ 

アンジェラ側が攻めこむことの方が多いであろうこの対戦では、 とり ぼうぎょのう9ょく と うえんは ごくえんしょう9♦うだん 
波鳥の防御能力がかなり問われるだろう。龍炎波と獄炎昇龍弾で 

の牽希yをおこたらないようにしよう。 

攻めこむときは、スライディングが主力。けっこう闘えるぞ。 

破鳥を牽制するため 
に、アンジェラはラブ 

ミー，ウィップやサン 

ダー•ウォールを使って 

くるだろう。そこでスラ 

イディングをあわせる かんたんころ 
と、簡単に転ばすことが 

できる。 

と、そこにサンダー•ウォールが！ 

出るほどの大ダメージを受けてしまうぞ。 
えん8よりくえんtiう9♦うだん ゥか 9#うぐ 

また遠距離で獄炎昇龍弾を使わずに龍 
炎波ばかり孳っていると、アンジェラ•ポ 

ディーアタックが来る。注意しろ！ 



Sんきより せんこうれっSゃく かた わざかえかた えん#よ0 しゅ 
近距離で次閃光烈脚による固め技の返し方。遠距離では、2種 

類ある飛び道具の対処法。この2つを知っているといないとでは、 
Iしようりつ ちが ちんねんたいくうよわ 
勝率がかなり違ってくるぞ。また、陳念は対空が弱いのでけっこう 

I跳びこめる。覚えておいてソンはないぞ。 

引きつけて弱獄炎昇龍弾が、I番確 
実な対処法だ。 

ちんねん と どうぐ L申 
陳念の飛び道具は2種 

るい あいて かた. 
類あって、相手を固める 

くふで つよ れん 
呪縛符と出ぎわか强い煉 

獄霊波がある。注意すベ 

きは煉獄霊波で、でぎわ とS と どうぐ かさ 
の時に飛貧具を重ねて 

も総て吸収されてしま 

うのだ。気をつけろ！ 

閃光烈脚嫌 
つたラッシュは 

かなり強力だ。 

しかし碑鳥の場 

合は、後ろダッ 
シュで抜けられ 

る。絶対にマス 
ターしてくれ。 

閃光烈脚が登りの時は、と下りの時に、後ろダッシュかわしたあとにが&く 
りあえずガードしておこでかわす。憤れれば結構楽にいたならば、投げること 
う。あわてないように。 に出せるぞ。 もできるぞ。 

_ 
陳念はあまり対空力蟲くないキャラなの 

_れ_んご_ぐれ1>« t こ かんと 
で、煉獨廣波を跳び越すような感じで跳び 
こめば一方的に勝つことができる。 しんくうせんぷうざんねら 
もちろん震空旋風菊fを狙うのもいい。た しっぱぃ かんが aつ 

だし失敗したときのことを考えると、1発 ぎゃくてん げんてVV./ 
逆転のときに限定したほうがいいかも？ 

かなり高い位置から跳震空旋風斬を狙ってみ 
びこむ。煉獄霊波だける。こっちの方がかな 
は絶対にくらわないよりラクだが、ぜんぜん 
うに！ 減らない… 
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I えるのがしゃがみgキックで Iふ為スアゴデ"T〆グだ0この2つ 
の技が勝敗を分けるだろう。 

強さランク► c 

I A 
8 Ut 



<■に麄めて■>+キックボタン 

ド 

おもに飛び道具をすり抜けながら攻¥をするために 
う。スライディングにキャンセルをかけて使ったりする。 

ただし出始めは、攻撃をくらってしまうぞ。 

サンダー•ウォール 

ひっさつわざなか いちばんたよ わざ )；♦< ちか 
アンジェラの必殺技の中で、一番頼りになる技0弱は近 

きょう とお お あいて ばしょ つか わ 
くに、強は遠くに落ちるので相手の場所によって使い分け 

よう。ジャンプ®gにからめると効果的。 

ワンポィント 荈にSえる緩とぃえばしゃがみ謚キック、ぃゎ 
ノK/:ち1乂 _ゆるスライディングである。上手に使っていこう！ 



つ棚■觀 
技のっながoil 

个は吾ち、小はしやがみ、バはバンチ、キはキックのす土 

\ 个篛パ パ 个籠キ 小Pキ 个iパ パ 个iキ キ 

个篛パ 〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 〇 

』パ 〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 〇 

个篛キ X X X X X X X X 

小窮キ 〇 X X X X X 〇 〇 

个Sパ X X X X X X X X 

“パ X X X X X X X X 

个iキ X X X X X X X X 

アンジェラつていつたい 
このキャラほど、イラ 

ストとゲーム中のイメー 
ジがかけ離れているキャ 

ラはいないのではないだ 

ろうか。オープニングのデモやイラストを見た 

限りでは力の強そうな美人キャラクターのよう み せん& くがめん ち申う 
にも見えたのだが、キャラ選択画面とゲーム中 

ィックは夕 

スピード リーチ 



lSoI 
ラブミ-•ウィップの極い芳] 

Mil 
塞本__结介 

. 

この間合いでも••…• ラブミー•ウイッブ！ そのMは…. 

tラズ？一•ウ/ん么プの基本的艺使い方。想手の ぞイミングさえ蚤えば南びi爲も羞たらないの 
飛び道具などを牽制するときに使うことが多い。 でしよう。 

CSS®[A •日.Aの使い方] 

飛び道具を  スライディングで避ける。 アンジェラポディーアタック。 

相手が飛具を甲ってきたならば、スライ ディーアタックを出そう。スライディングち4；のど 
ディングで間合いを調節してアンジxラ•ポ こでもキャンセルがかけられるぞ！ 

[スマッシュ•キックの#ぃg] 

岩砕歯が来た。 スライディングで避けて、すぐにジャンプして、 スマッシュ•キック！ 

«スマぶシ云•キックはとてもiピー£が速く、 フェイントのジャンプとifeぜあわせれば' かな 
出した技を返されづらいという使える技である。 り箱辜をiltさせられるぞ。 
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il佳える蓮癀接 
3HIT 破壊カランクA 

ジャンプ強キッ しゃがみ弱パンチ 

アンジxラで最€クラスの破壞力を持つ連続 使う機会は多いだろう。しゃがみ弱パンチの回数 
攻擎だ。通常技のみで、しかも簡単にできるので を增やすことも多いぞ！ 
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V.S.礼児 
りょうしやとも と ひっさつわざ も かえ わざ 
両者共に跳びこみからの必殺技を持っているので、それの返し技 C*うよう れいじ ♦うえんしょう Siうりょく かえ わざ 
が重要となってくる。礼児には流炎昇という強力な返し技がある。 がわ しょうえんふ* ゆうこう かえ わざ ぶんわざ 
しかし、アンジェラ側としては昇燕舞の有効な返し技がない分、技 你 なん たたか あいて 
のパワーで勝っているので、何とか闘える相手である。 
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< あ Sょう9パ ひっ$クぎ 
つらい組み合わせだ。キースの強力な必殺技に_ _ . 

ゆうこう かえ わざ しようぶ いちばん わ め 
ラにはあまり有効な返し技がない。勝負の一番の分かれ目は、スバ 
イラル•キックの対処の方法だろう。ガードすると抜けられずその 

まま終わってしまうことだってあるので注意しよう。 

先読みでバックジャンプをする。読技がスカって着地すf前に、スマッ 
まれないように…。 シュ•キックを叩き込む！ 

スノ《イラノレ•キックに 

対する唯一の有効な返し 

方0バックジャンプして 

跳んで来たキースにス 
マッシュ•キックを当て 

るというもの。読まれる 

とローリング•キヤノン 

で落とされてしまう。 

キースの飛び 
道具であるライ 

トニング•ス 
マッシュの対処 

法。アンジェラ• 

ボディーアタック 

では抜けられな 
いので注意0 

_ 
スパイfル•キックをガードしてしまつ 

たらその後どうしたらよいのか。3発目を 

ガードした後、立ち弱パンチを出すか投げ か.え 9ようSうともかく Uつ かえ 
返すしかない〇しかし、両方共確!!に返せ 

るわけではないのでそのまま削り殺される 

ことだってある。 
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うしやとも ttかい9よく ひっさつtoざ 
, 両者共に破壊力があるキャラクターだ。バッファローの必殺技は 

Iよう9よ< わざ ゆだん かくじつかえかたおぼ 
強力な技がそろっているので油断できない。確実に返し方を覚えて 
ペースを握りたい所だが、フライング•エルボーに悩まされること 

Iだろぅ。 

巳*sには… 

バッファロー•ストームを擎つて来 
たら跳びこむ。 

バッフアロー•ストー 

厶は少しやっかいであ 

る。その技が出た直後に 
スマッシュ•キックで跳 

びこむと返されてL；まう 

ことがあるのだ。少し遅 

めに跳びこみ、確実に技 

を当てていこう。 

スライデイングを使5 

gpr— グを主体に攻め 
よう。後ろに溜め 
ながらスライ 

ディングで近寄 
り、キャンセル 

.. 、し Tン办ラ#?ィ7夕》クせ 
キャノセ A*Bで攻めて 

いこう。 

F.Eはズルイよ! 
フライング•エルポーはどう考えたって| 

ズルイと思う（スマッシュ•キックだって； おな 、ふつう 1* たV访う 
同じか)。普通に出されるならまだ対応でき 
ないこともないのだが、2段ジャンプなど： 

加えられるとそう簡単に逃げ回ることさえ；'：；：：•.~ 
ふ基ない 最低でもガードぐらいしたい。だが、- 

° 卜をまぜられるとかなリツラいぞ。 



v_s■ぉ龜 ! 
かなりいやな相手だ。威觀があるために、うかつにスマッシュ 

こうげき せい9♦うらんぶだん つか 
•キックでtii文擊できない。それと星流乱舞弾をうまく使扣れると 

苦しい展開になるだろう。他には相手のスライディングに注意して たたかかた，く た 
闘い方を組み立てよう。 

KS ニニ 



■本はスライデイング 

fef- 

aゥとり ちかよ もまえ すばや い 
破鳥は近寄ると持ち前の素早さを生かし 

iws < つうCiう sうげt コ 
たラッシュI嫌に来るはず。通常の攻擊だ 

けでなくキヤンセルして;)2彩技や、前ダッ 
シュ投げなど多彩なパリエーションで攻め 

てくる。多少の削りは気にせず、投げだけ 
警戒しておこう。 

v.s.ii 



V.S■陳念 
あいて ちかよ せんこうれ，着♦く つうCようわざ 

かなりやばL湘手だ。近寄られたのなら閃光烈脚から通常技キヤ 

ンセル#MS由だけで紐り殺されてしまう。本当に閃光烈-ハ 
抜け出せなL、ので勝つこと(嫌しいのだ。ハメられる前 

はほぼ不可能なのでは…。 

h光烈脚ハメは 
，る前に勝つこと 

煉嶽霊波には… 
れんご < れいは たい 
煉獄悪波には2つの対 

策がある。ラブミー• 

ウイッブで叩くか、ス 
マッシュ•キックで出た 

2っ。跳 

ジを弩衣 

スキをつくかの2て 

びこんでダメージを 

- る場合はタイミングに注 
煉獄嚣波に素早く反応して、ラブ跳びこむタイミングに注意してス &丨j•う 
ミー•ウイッブを当てる。 マッシュ•キック！ 

^然のごとくラブミー•間合いが近ければ、もちろ 
ウイッブのお世話になる。んスライディングの出番と 
牽制用に使おう。 なる。 

キック。先読みが必要だけ 
どね。 

がとれなくなり きぜつ おな Cti 
気絶と同じ状 

態になる。絶対 
にくらわないよ 

光烈脚八メについてI 
ぬ だ ひとこと がめんはし 

とにかく抜け出せないの一言。画面端で 
やられるとほとんど終わっている。 2段目 

をくらった後に投げ返せないこともない ひCiう こんなん よ 
が、非常に困難である。「ハメは良くない 
よ一」とかポヤいてやめてもらうくらいし 

かないかな。 
2麄目をMろ 
が、その後抜け出せない. 

100 





P ひつ さつ わざ しょう かい ^ 

必殺技紹介ヾ邏i 
<■+<■+バンチボタン I 

あいてけんぞくこぶし こ，れ_ゥこうけんじゃくかいきょう 
相手に連続して拳をたたき込む「烈光拳」。弱で13回、強 かいあいて れんぞくわざ くこ そう 

なら19回も相手にヒットする。連続技に組み込むととても爽 かい はかいりょくちんねんひっさつわざ ち♦う 
快だぞ！破壊力〖派念の必殺技では中ぐらい。 

♦う9ょく し♦んかん はつどう びつ つか 
コマンド入力した瞬間に発動するので実はかなり使え 

る。相手に密着した状態で出せば最低3回はヒットする れんぞくわざ はかいりょく 
ぞ。へたな連続技よりぜんぜん破壊力があるのだ！ 

じゃくきょう どうじおし 
分^小ビ令+弱強パ同時押 

小^) •> 71+キックボタン 

相手にヒットすると少しの間動きを止める効果があ^ 
わざ はかいりょく ぜんぜん れんぞく*: 

とてもオイシイ技だ！破壊力は全然ないけども連続ネ もんだい で おそ じゃくてん 
につなげられるので問題ナシ。出るまでが遅いのが弱点0 

ちんねん せ せんこうれつ8や.く い かごん 
陳念の攻め=閃光烈脚と言っても過言ではないぐらい 

せ ひつよう わざ つうCiうわざ 
攻めるのに必要な技だ。あらゆる通常技からキャンセルを 

かけて出せるようになればかなり強くなれるぞ！ 

~ ちんねん ひっさつわざ つか かたしだい きよう1)よく つか かた 
陳念の必殺技は使い方次第でかなり強力な使い方ができる 

_技が揃っているぞ。特に煉獄霊波の使い方を追求してみよう！ 





•▲feBBiir触で#しまくる！1 

画面端に相手を追い詰める しゃがみ弱キックを当てる キャンセルをかけて閃光烈脚 

これで相手を削り地獄にたたき込むことができ がみ弱キックが当たるのを読んでたまに他の必殺 
るぞ。キャラによってはできないので注意。しや 技に変えるのも効果的だぞ！ 

|— れんごくれいは つづ Uゆばく ふ—| 

ilfeMsfclさきに煉獄雲波、続けて呪縛符1 

煉獄霊波を擎つ 相手を跳ばせて…… 呪縛符を擎つ 

これは結袋斋で箱辜を森らえられればいうこと Wで4いかける、Siするなどの努居も1れずに 
ナシだけど、逃げたところを状況に応じて閃光烈 やろう！ 

|— じゅばく ふ つづ れんごくれいは 一"I 

#ifeaa#>rさきに呪縛符、続けて煉獄霊波i 

呪縛符を擎つ 相手を跳ばせて…… 煉獄霊波を擎つ 

菽鉍#は?がよけたがるので、<8奉によけさ ほぼ笔iなISM技となる。あとは前签のパターン 
せておき、跳んで来たところを煉獄霊波を擎てば Bの様な対応を忘れずに。 



^ , , ,, はかいりよく 
21HIT 破壊カランクB 

菽蘇&を螽てて £ち甾キック キャンセルS烈光举 



勺っ亡りC勝貝しCみよつレでも、 
フオトン.パーストだけt域力が強いからゼよ碎にァニーがもう 

くらっちゃぃけなぃ、ぁA声められそぅ^Z!rT-hn in 
なタイミングをつかむ勘を養おう0 jfeき±がりにあわせていこ 

とにかく待つ。相手が 

じれて跳んで来れば煉獄 

霞波で相打ち以上はとれ 
るハズ。こちらからいき 

なり閃光烈脚で跳びこむ 

のち奇襲として使える。 
2段ジャンプをうまく使 
あいて わざさそ て 
い相手の技を誘うのも手。 

鱗， 
V.S■アニー . 

ぢみち しあいてんがいこころが ちんねん か しあい おも 
地道な試合展開を'！:韻■ければまず陳念が勝てる試合だと思うぞ。 

しかし、その反面、派手にケズりにいくと簡単にアニー.ダイナミ 

ックの®食になってしまい、あまり良し淳態だとは言えない。2つ と どうぐ つか たたか よ 
ある飛び道具をちゃんと使いこなして闘えば良いんじゃないかな？ 



匿 絶辦に勝てない！どうも攻め込むことができないキャラだ。流 
炎昇がどう考えても対空能力高すぎですよ。手としては、呪縛符で 
さそ れんごく.れいは お じゅばくふ 
誘って煉獄靈波で落とす。これしかないでしよう。うまくが あ かん ほんとう か 
当たればラツキー、といった感じですかね0本当に勝てない！ 

撃掌破動波は消す 

呪縛符を使って消さないと、 
いぞ。煉獄M波はスキが大き 方法のひとつ。解決にはならないが。 

勝？要素力洤くない。 

飛び道具の撃ち合いでは 
いずれにせよら今があか 
ないので、攻め込まなく 

てはならないのだが、攻 て か ちんねん ち 
め手に欠ける陳念では地 

上戦ぐらいしかない。し 

の扯戦も…。 



とにかくケズられるのを覚悟で闘おう。_は呪縛符でキースを 

跳ばせて煉獄霊波で撃墜する、というパターンになるだろう。こち せんこうれっきやく と とうせ こ きょうりょく たいくうわざ 
らから閃光烈脚、跳びこみ等で攻め込むのはキースに強力な対空技 

Iがあるので有効とは言い難い。さてどうするか。 

飛び道具で誘5 基本的にはこれだけで 

キースの対空は全て0K。 

しかしキースには、恐る かしキースには、I 
と どうぐようひっさつ: 

.き飛び道具用必樹 

まずは$縛符を飛ばしてキースを誘 
う〇煉獄霊波ではスキが大きい。 邇波。陳念の対空パターンの丨つだ。 

ナックル•ポマーがある。 

近場だとローリング.キ 

ャノンでも一方的にやら 

.!■ら上芦ん7；•，きたらすかさず煉獄れてしまうのて 

キースはこのぐらいの間合そこですかさず先読みで呪スパイラル•キックなら当 
し、でスパイラル•キックを縛符。この際射出されればたっても倒れることはな 
由す事が多い。 相打ちでもかまわない。 い。反擎だ！ 

この方法だと 

呪縛符が当たれ 
ばこちらに圧倒 

的に分がある。 

あと(キ垂陵技に 
持ち込んでキー 

スの体力を減ら 
せるだげ成らす！ 

閃光烈脚も使いよ5 
ちんねんせんこうれ，き♦く お どとうせ 
陳念は閃光烈脚で押しまくる怒涛の攻め 

を（ケズリともいう)身上としているが^ 

キースはローリング•キヤノンでいとも簡 
たんげいげき おそ や.ヴ せんこうれっ. 
単に迎撃してしまう恐ろしい奴だ。閃光烈 
s♦く さいしょ つうよう おも 
脚は最初から通用しない！と思ってから 

かかつた方があきらめもつくだろう。 
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V.S■バッファロー 
はかいりょく さ あいう ねら じ!>5ぶんいた 
破壊力の差から、相打ちだけを狙われても十分痛い。しかし、こ 

ちらには怒涛のケズり100®発（というわけではない）がある！ 

これを利用しない手はない！とにかくケズり殺せ！1回たたか 

れるのと同じだと思えば罪悪感も全く無いし（おいおい〉。 

痛い攻撃の連打！ 

ひ又がち 
蠢を出 

ょっと牽制のつもりで煉獄霊 
していると……„ 

いき 
Sす 

なりフライング•エルポー！ 
ぎる……。 

バッファローの攻撃は 
ばつ ばつ はかい9よく 

1発1発に破壊力がある 
から、とてもじやないけ 

どそんなに_をうけて 

られない。早めに固めに 

いくことをおススメしま たい0.よく かた 
す。体力があるうちに固 

めよう！ 

ヶズりだけが嫌な貴方へ 

ベ最初は閃光烈脚。 さて、終わつ 
ケズりはしようがない弱キックをI 
つてほしい0 —に入れて… 

•キャンセ 
雈。二れ 

このパターン 

も結局しゃがみ 

弱キックをガー 
ドされてしまう 
とケズりになつ 

てしまう。でも、 
このぐらいは…。 

その他の技 

バッファローはフライング•エルポーで 
こうげき しかけ 碎 ^ 
攻撃を仕掛けてくることが多いはず。この 
技が1回ヒットするとかなりのダメージだ。 ざんねん .げいげき かくじつわざちんねん./ 
残念ながらこれを迎撃する.確実な技は陳琴 

にはほとんどない。迎擊法をとりあえず紹 

介しておこう。 

自分の位置によるぎ，、 
画gの端とfなら大体 
煉獄靈波を擎っていれ 
ば落とせる。 

自分もあわせて跳び、 
バッファローがフライ 
ング•エルボーを出す 
前に強キックで落とす。 
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Pjn 
•:フ ftllHgFb 

容…■■靈マ》… 

v.s.si a 
このキャラにもなかなか备てない。Eろしい数の飛び道具や、笺 ぺき たいくうぼうぎょ たさいつうじょうわざ どとう せ つか 

璧なまでの対空防御に多彩な通常技。怒涛の攻めも使えないし、と 

りあえずは適当に攻めた方か嘴いかも。変身させればお種ばあさん 

の時よりやりやすくなるから、変身時をたたこう！ 
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v.s.ii 
ちんねんきもち か あいて い はっとり もう 
陳念が気持ちよく勝てる相手。と言うと破鳥プレイヤーには申し わけ じじつ ちんねんほうゆうりれんごくれいはじゅばくふつか 

訳ないが、事実、かなり陳念の方が有利。煉獄霊波と呪縛符を使い 

分けて端に追い詰め、あとは怒涛の攻めでケズりにケズりを重ねる ちんねんほん9よう 
のか 1 念の本領ってとこで……。 

Iたり騎 
は線。 

5ろちよろさせるな 

礼を言わせて追い詰めたつもりが震空旋 
ちょっとま風斬で反対に逃げる！そ 

んなのアリかよ！ 

端に追い詰めて…… 
ttofcO い〇かん.お 

これで破鳥はまず一巻の終わりだろう。 せん=ケれゥ:つか つづ あ 
キャンセル閃光烈脚を使い続ければ当たり 

か深くない限り返されることはほとんど無 せん;：うれつ.8♦く くだ 
い。あとはバックステップで閃光烈脚!の下 

りを避けられてこちらが投げられなければ 



をものISの破湾力も結;！、陳念の忐iの;めt?式かゎな々 
要は当たらなければ痛くない訳だし。陳念ペースで勝負を運んで行 

けば相手は必ず「もうやめて下さい」ぐらいは言ってくるはずだ。 

1讎を祈る。 

お$まりの呪縛符。相手の出方次第スタート查後にいきなり閃光烈脚を 
で次に何をするか決めよう。 出すのもよし。 

アンジェラにはこれと 

いった対空技夕ないので、 

安/01<て攻め込める。た 

だし通常技で跳びこんだ 
りするのは、さすがにラ 
ブミー•ウィップの格好 

の餅食となるので避けよ 

う。 

ひっさつわざ ちゅうい 

必殺技に注意しよ5! 

スマッシュ•キックを確実サンダー•ウォールに突つアンジェラ•ボディーアタ 
に落とせる対空技が陳念に込むようなことの無いようックは飛び道具を抜けて突 
はないので無理はするな！に！とても痛い！ っこんで来るぞ！ 

とりあえず、 

やられそうなシ 

ーンをピックア 

ップしてみた。 
ほとんど無いと 

思うけど、こう 

はならないよう 

端に追い詰めれは勝ち9 

さっきもilベたが、があろうがな 
かろうが、こちらのパターンにハメれ(爛 

係ない。パターンにハマったらあとは泣こ 
うがわめこうが絶^に讎してはいけない。 

アンジェラは破壊力があリすぎる……。 
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い*まくずたいさくせつめい 
今までは待ちを崩す対策を説明してきた 

* せ.んC争，脅つ16い たい 
が、ここでは待ちの戦術を脱明しよう。体 

力がリードしたら、相手は攻めて来るしか 

なくなるはずだ。相手の反撃をくらうこと 

なく、P*Bをからめて待ち殺してあげよう。 
このぐらいはやっても〇 kかな。 



れいじ り》うえんしょう つよ あいて と ところ 
礼児は龍炎昇か 1金いので、相手か跳んだ所を かくじつ お た つう せん^う 
確実に落とすといった他キャラにも通じる戦法 

かくじつ り•うえんしょう fi 
でいいだろう。そのため確実に龍炎昇を出せる 

ようにしておこう。 

ネし児のジャンブはゆつ 
^りしているので、‘掌 

波を見てから跳びこ 

まれても龍炎昇が間に あ さきよ しようえんぶ 
含う。先読みの昇燕舞だ 

ふ層- 

ycテt■リノ 八イレ句〇 ノ，ホり如**•由"3し㈣ 
で削りまくれ！ 



::鬥:よれ^ユ， 'し〜邏 

feW；'; 
ベ:^^^:，—, i 

あいてきよ1)はな ば 
相手と距離が離れた場 

あい けんせい 
合、なんとなく牽制にラ 
イトニング•スラッシュ 

を擊ちたくなってしまう 

のだ。そのあとラッシュ 

に持っていかれてしまう。 



:㈢ グ*エルボーを 

狙ってくるは 

ず。有効な返し 

技をいくっ的® 

介しておこう。 

■冒ご—_ 
バッファロー V.S.バッファロ- 

丁 •日の対処連_ 
ダメ-ジが笑き,く甚ぃli♦がAぃため 

に、同キャラでは撃ちあいになるであろう- 

タックル.プロー。やみくもに出して相打 かえ かた おぼ あいて «v» し-~~^ 
ちになるよりも、返し方を覚えて相手に大タックル•ブロ 
ダメージを与えてやろう。 ガードしAぁと 

しゃがみ強パンチ 
てる。そして… 

飛施具ばか 
り擊っていると、 

相手はフライン 





す草いキャラ同±の対戦なのでスピーディー 

な展開になるが、両者とも決め手に欠けるので 
うまくペースをつかんだ方が優位にたてるだろ ようしよ せ て#かく あた 
う。要所を攻めて、的確にダメージを与えよう。 

えんきよりせん ばあい9•うえん 
遠距離戦の場合龍炎 

波の擊ち合いがメインに 
なるだろうが、ここでう ごくえんしIう9•うだん つか 
まく獄炎昇龍弾を使っ 

てみよう0相手かm炎波 
を擊とうとしたときの、 

伸びた腕の部分を狙うと 

いいぞ〇 





ちん ねん ちん ねん 

陳念v.s.陳念 WBMm 

}0jnm{ 

きほんてき ちか れんごく 
基本的に近くでは煉獄 れいはとお じゅばくふ 

置波、遠くでは呪縛符、と 
いうかたちになるだろう。 べつ むり ひつよう 
別に無理にこだわる必要 
はないかTR縛符はスキが すく れんご<れい《 つよ 
少なぐ煉獄霑波は強い 

が出t墟いなどの特徴を 





お瘇ちゃんの必殺技 
とうれんか ちじよ令 
桃恋火(地上） 

_小^! ■» +パンチボタン_ 

技を出す時にジャンプするので、相手のを避 

けながら1:5®することができる。ダメージが大きく、ヒ 
ットすれば相手を燃やすことができるぞ。 

W-r ^ ；5； 
•> V >: 

桃恋火(空中） 

ジャンプ中に+ゞ++ノ \°ンチボタン_; 

空中で桃恋火を出すと、アニーのフォトン•バー 

ストのような使い方ができる。やはりヒットさせれ 

ば相手は燃えるので、主導権をにぎれるぞ。 

虹色壁 

<■に溜めて；+バンチボタン 
と どうぐけ た.いくう い9よく はっき ひろ はん 
飛び道具消しや対空(滅力を発揮する。かなり広い範 

囲をカバーできるので使いやすい。だが変身中はガンガ 

ン攻めていきたい所なので、使う機会は少ないだろう。 

攻撃カアップを活かせ 
たね へんしん たねばあ 

お種は変身するとお種婆さん M 
, C 9 OOi< うL4 ぜん 
時の機動力を失うかわりに、全 k 

ち*うさリ8よう こうげき!)*く 1> 
キャラ中最強クラスの攻撃力を 

得る。簡単な連続技でもかなりのノ 
ダメージを与えることが可能にな ' 

るのだ0特に立ち強パンチfちか 
なり速い距離からでも吸い込む 

ように当てることができるので3 

続技にからめやすいぞ。 



おiちゃん:^ワンポイントアドバイス 

変身しても、あまりデメリットはない。体力にかなり 
の差がっいてしまったら、変身して一発逆転を狙ってい 
くのもいいだろう。 

^VS^oi 無敵技である威_顔が使えな，くなってしまうので、多 
少不利になってしまうだろう。攻擊力より防御力を取る 
なら、お種婆さんのままでいこう。 

変身中からスパイラル•キックをガードさせられ、画 
面端に簡単に追いつめられてしまう。ラッシュも抜けづ 
らくなってしまうので、お種婆さんの方がいいだろう。 

r華VQホワイト• 
氣vaバッファロ- 

フライング.エルボーで跳び回るバッファローを10 
秒間のうちにとらえるのは非常に難しい。桃恋火をうま 
く使っていこう。 

vs管 星流乱舞弾が使えなくなってしまうのは力纟なり痛い。 
かえって戦いづらくなってしまうので、お種婆さんのま 
まで闘ったほうがいいだろう。 

广 j VSii^i 攻擎カァップが対戦結果に直結する。うまく桃恋火や 
連続技を使っていけば、お種ちやんのうちに勝負を決め 
てしまうことも可能だ！ 

防御から攻めへ転じることができるので、戦いかたい 
かんではお種婆さんのときよりも有利に闘えるかもしれ 
なぃぞ〇 

pjvsi I 
変身中スキが非常に恐い。閃光烈脚で追いっめられ 

たり、烈光举や煉獄霊波でヶズられたりでかえって不利 
になってしまう。変身する必要はないかも？ 
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ノ文略どうりに対戦4てtけ、てぅも' ナゼか 

勝てない。そういった事が結構あるはず。 

それはキャラクターのrmmjという 
ものか*#在するからなのだ。この表は編 

し♦うぶ せVI®う ひかくけんとう けっかけってい 
集部て_を比較杉尉した結果決定した 

もので、君たち各プレイヤーの腕により 
いく，らでも変わってくることをあらかじ 

めお断りしておく。 
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