
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 Level 11 Level 12

1
Base cup 

中皿

Frying pan, Spike

フライパン～けん

Big cup, Kenflip big cup, 
Spike

大皿～けんフリップ大皿
～けん

Sweets special

スイーツスペシャル

Lightning drop 
swap spike

稲妻おとしスワップけん

Lightning drop flamingo 
swap spike

稲妻おとしフラミンゴ
スワップけん

Kenflip juggle 
kenflip juggle spike

マテオチャンス

Triple kenflip juggle 
triple kenflip spike

３回転けんフリップジャグル
３回転けんフリップけん

Kenflip-flip juggle 
kenflip-flip spike

けんフリップフリップジャグル
けんフリップフリップけん

10 Juggle spike

１０ジャグルとめけん

3 turn swap spike, 
Kenflip-flip-flip spike

３回転とめけん～
けんフリップフリップ

フリップけん

Kenflip-flip-flip juggle 
triple kenflip lighthouse 
insta trade downspike 
けんフリップフリップフリップ
ジャグル３回転けんフリップ
灯台インスタダウンスパイク

2
Airplane 

飛行機

Jumping stick 

はねけん

Half spacewalk

半宇宙遊泳

Downspike fasthand, 
Jumping stick

ダウンスパイク
ファストハンド
～はねけん

2 turn airplane, 
Double jumping stick

２回転飛行機
～２回転はねけん

Double mooncircle 
double kenflip swap in

２回転円月２回転
けんフリップスワップイン

Airplane, 1.5 swap 
ghost throw tap swap 

1.5 kenflip swap in
飛行機～１．５回転スワップ
ゴーストスロータップ
スワップ１．５回転

けんフリップスワップイン

Airplane, Inward 3 turn swap 
downspike fasthand, 3 turn 
swap downspike fasthand
飛行機～うら３回転スワップ
ダウンスパイクファストハンド
～３回転スワップダウン
スパイクファストハンド

Lightning drop fast swap 
kenflip 1.5 kenflip in

稲妻はやてスワップ
けんフリップ１．５回転
けんフリップイン

Airplane, 5 tap flip in

飛行機～
５タップフリップイン

Triple tap triple kenflip juggle 
ghost lighthouse, Triple tap 
triple kenflip juggle spike
トリプルタップ３回転けん
フリップジャグルゴースト灯台
～トリプルタップ３回転けん
フリップジャグルとめけん

Triple mooncircle fast 
juggle triple hippie flip 

swap spike
３回転円月はやてジャグル
３回転ヒッピーフリップ

スワップけん

3
Easy big cup, Spike 

手のせ大皿～けん

Around Japan 

日本一周

Around Europe 

ヨーロッパ一周

Around USA 

ＵＳＡ一周

Around Denmark 

デンマーク一周

Around stall, 
1 turn spike

ふち一周～回転けん

1-2-3 lighthouse flip,
Falling in

灯台とんぼ返り１－２－３
～さかおとし

1-2-3 inward small cup 
bird flips, 

Inward flip spike
うら小皿うぐいす
地球まわし１－２－３
～うら回転けん

Lighthouse, 
1-2-3 flip tap lighthouse, 

Tradespike

灯台～フリップタップ
灯台１－２－３～けん

Around 1-2-3 
jumping stick

はねけん１－２－３一周

Around candle 
handlestall

小田原ちょうちん一周

Airplane, 3 turn swap 
candle handlestall, 

Downspike
飛行機～３回転スワップ
小田原ちょうちん
～ダウンスパイク

4
Trapeze 

空中ブランコ

Earth turn

地球まわし

Whirlwind 

ワールウィンド

Airplane, 
1.5 turn swap spike 

飛行機～
１．５回転とめけん

Double whirlwind

ダブルワールウィンド

Stuntplane, 
Stuntplane forward 

flip fasthand penguin
すくいけん～すくいけん
フォーワードフリップ
ファストハンドペンギン

2 turn swap inward 
double kenflip swap in

２回転スワップうら２回転
けんフリップスワップイン

Lightning drop swap 
kenflip downspike 

fasthand
稲妻おとしスワップ
けんフリップダウン

スパイクファストハンド

Pull up tap stuntplane 
fasthand, Tap stuntplane 

fasthand
プルアップタップすくいけん
ファストハンド～タップ
すくいけんファストハンド

 Triple tap -> juggle 
kenflip x 3 -> spike

トリプルタップ
→ジャグルけんフリップ３回

→けん

Big cup, Nod to underbird, 
Big cup, Nod to bird, Small cup, 

Nod to small bird, Base cup, 
Nod to handlestall, 1 turn spike
大皿～こっくりアンダーバード～
大皿～こっくりうぐいす～小皿～
こっくり小皿うぐいす～中皿～
こっくり中皿極意～回転けん

Inward stilt, 1.5 flip lighthouse 
insta juggle triple kenflip juggle 

lighthouse insta inward flip 
inward stilt, Flip in

うらたけうま～１．５回転フリップ灯台
インスタジャグルトリプルけんフリップ
ジャグル灯台インスタうらフリップ
うらたけうま～１回転さかおとし

5
Takoyaki 

たこやき

Stuntplane 

すくいけん

Juggle big cup, Spike 

ジャグル大皿～けん

Juggle spike 

ジャグルとめけん

Tap juggle spike

タップジャグルとめけん

Bird, Juggle bird, 
1 turn spike

うぐいす
～ジャグルうぐいす

～回転けん

Double tap 
double juggle spike

ダブルタップ
ダブルジャグルとめけん

Tap juggle inward tap 
juggle double tap 

juggle spike
タップジャグルうらタップ
ジャグルダブルタップ
ジャグルとめけん

Inward lunar, 
Flip swap kenflip inward 
kenflip to inward lunar, 

1 turn tradespike
うら月面～フリップスワップ
けんフリップうらけんフリップ
うら月面～１回転けん

Triple gunslinger juggle 
triple gunslinger spike

３回転風車ジャグル
３回転風車けん

Inward lunar, Flip lighthouse 
insta spike tap 1.5 flip juggle 
spike tap 1.5 flip lighthouse 

insta inward flip lunar, Falling in
うら月面～フリップ灯台インスタ
けん先タップ１．５回転フリップ
ジャグルけん先タップ１．５回転
フリップ灯台インスタうら１回転
うら月面～さかおとし

Tightrope, Flip in

タイトロープ
～１回転さかおとし

6
Baseball 

野球

Spike, Flying top

スパイク～たけとんぼ

1 turn lighthouse, 
Tradespike

１回転灯台～けん

Swirl to airplane
(Ken grip start)

らせん飛行機

Kenflip tap lighthouse, 
Tradespike

けんフリップタップ灯台
～けん

Stilt tre flip, Tradespike

たけうまトレとんぼ返り
～けん

Stilt, Base cup, 
Ghost stilt, Flip in

たけうま～中皿～ゴースト
たけうま～１回転さかおとし

Stilt over the valley, 
Bird over the valley, 

1 turn spike
たけうま渡り

～うぐいすの谷渡り
～回転けん

Stilt, Knee bounce half 
back flip stilt, 

Downspike fasthand
たけうま～リフティングハーフ
バックフリップたけうま～
ダウンスパイクファストハンド

Stilt flip, Stilt barrel roll, 
Stilt tre flip, Flip in
たけうまとんぼ返り～
たけうまバレルロール～
たけうまトレとんぼ返り
～１回転さかおとし

1 turn stilt, 1.5 flip 
swap triple kenflip 

-> kenflip stilt, Flip in
１回転たけうま～１．５スワップ
３回転けんフリップ

→けんフリップたけうま
～１回転さかおとし

Inward lunar, Inward triple lunar flip 
-> insta flip swap inward kenflip 
inward lunar x 3, Triple inward 
lunar flip insta flip swap spike

うら月面～うら３回転月面とんぼ返り
→インスタフリップスワップ
うらけんフリップうら月面３回
～うら３回転月面とんぼ返り
インスタフリップスワップけん

7
Spike 

スパイク

Hanging spike

つるしとめけん

Bird, 1 turn spike 

うぐいす～回転けん

Underbird, Falling in

アンダーバード
～さかおとし

Mooncircle fast swing 
spike

円月はやてふりけん

 1 turn tap lighthouse, 
Tap lighthouse, 

Tap inward flip in
１回転タップ灯台
～タップ灯台～タップ
うら１回転さかおとし

Airplane, Dirty finger 
double flip juggle bird, 

1 turn spike
飛行機～ダーティーフィンガー
２回転フリップジャグル
うぐいす～回転けん

Airplane, Candle double 
inward kenflip inward 

lunar, Falling in
飛行機～ろうそく２回転
うらけんフリップ
うら月面～さかおとし

2 turn tap lighthouse 
insta double flip swap 

underbird, Spike
２回転タップ灯台インスタ
２回転フリップスワップ
アンダーバード～けん

1 turn tap lighthouse 
insta inward flip swap tap 

lighthouse insta inward 
flip swap spike

１回転タップ灯台インスタうら
フリップスワップタップ灯台
インスタうらフリップスワップけん

Fasthand bird,
 Ghost lean house, 

Stuntplane fasthand

かぶせうぐいす～ゴースト
リーンハウス～かぶせけん

Inward lunar, Forward double 
tap juggle double tap juggle 

inward double flip inward lunar, 
Double tap 1 turn in

うら月面～フォーワードダブル
タップジャグルダブルタップ

ジャグルうら２回転フリップうら月面
～ダブルタップ１回転さかおとし

8
Easy big cup, 
Hopscotch x 2 

手のせ大皿
けんけんぱ２回

Lighthouse, Falling in 

灯台～さかおとし

Lunar, Flip in 

月面着陸～
１回転さかおとし

Stilt, Downspike

たけうま
～ダウンスパイク

Ghost lunar, 
Stuntplane fasthand

ゴースト月面～
すくいけんファストハンド

Inward lunar, 
Gypsy flip, Falling in

うら月面～ジプシー
フリップ～さかおとし

1 turn lunar, 
Arm bounce flip lunar, 

Flip in
１回転月面～

アームバウンス１回転月面
～１回転さかおとし

Inward lunar, 1.5 flip 
spike tap 1.5 flip 

inward lunar, Falling in
うら月面～１．５回転けん先
タップ１．５回転うら月面

～さかおとし

Inward lunar, Double 
back flip inward lunar, 

1 turn tradespike
うら月面～２回転

バックフリップうら月面
～１回転けん

Inward lunar, Double spike 
tap cushion inward lunar, 

Spike tap in
うら月面～ダブルけん先
タップクッションうら月面～
けん先タップイン

Inward lunar, Spike tap 
3 turn cushion inward 

lunar, Falling in
うら月面～けん先タップ
３回転クッション

うら月面～さかおとし

Swing inward lunar, Backflip 
inward lunar insta juggle 

backward inward lunar insta 
backflip inward lunar, Tradespike

前ふりうら月面～バックフリップ
うら月面インスタジャグル
バックワードうら月面インスタ
バックフリップうら月面～けん

9
Hanging clap catch 

手拍子つるし持ち

Base cup, 
Rising dragon spike

秘竜のぼりけん

Turntable, Spike 

ターンテーブル～けん

Handlestall, 1 turn spike

中皿極意～回転けん

Stuntplane fast 
under the leg catch 
(Both feet on the ground)

かぶせけん股下キャッチ
（両足を地面につけておく）

Bunny hop floor spike 

バニーホップ
フロアスパイク

Faster than gravity 
fasthand lighthouse, 

Stuntplane

居合かぶせ灯台
～すくいけん

Juggle pinky spike, 
Juggle arm bounce spike

ジャグル小指姫～ジャグル
アームバウンススパイク

Bird, Bird super 
flamingo, 1 turn spike

うぐいす～うぐいす
スーパーフラミンゴ

～回転けん

Triple spacewalk 
tap 3 turn in

神風～タップ３回転イン

Triple spacewalk fast 
swap handlestall, 

1 turn spike

神風はやてスワップ
中皿極意～回転けん

Triple spacewalk fast
 1 turn stilt, Flip in

神風はやて１回転たけうま
～１回転さかおとし

10
Moshikame x 11 

もしかめ１１回

Downspike 

ダウンスパイク

Airplane, Base cup, 
Downspike 

レジェンド

1 turn lighthouse, 
Penguin spike

１回転灯台
～ペンギンけん

Kenflip downspike

けんフリップ
ダウンスパイク

Double juggle 
downspike

ダブルジャグル
ダウンスパイク

Candle handlestall, 
Kenflip downspike

小田原ちょうちん
～けんフリップ
ダウンスパイク

Swing spike, 1.5 kenflip 
gunslinger downspike

ふりけん～１．５回転けん
フリップ風車ダウンスパイク

Triple tap swap 
downspike fasthand 

トリプルタップスワップ
ダウンスパイク
ファストハンド

Triple inward gunslinger 
handlestall, Downspike

うら３回転風車中皿極意
～ダウンスパイク

 Airplane, 
Triple tap juggle 

double tap juggle tap in
飛行機～トリプルタップ
ジャグルダブルタップ
ジャグルタップイン

Triple gunslinger kengrip 
downspike fasthand, 1.5 turn 
swap triple gunslinger kengrip 

downspike fasthand
３回転風車けんグリップダウン
スパイクファストハンド～１．５回転
スワップ３回転風車けんグリップ
ダウンスパイクファストハンド
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