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

1
Airplane 

飛行機

Frying pan, Spike 

フライパン～けん

Swirl to airplane
 (Ken grip start) 

らせん飛行機

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

Double kenflip -> juggle 
-> double kenflip spike 

２回転けんフリップ
→ジャグル→２回転
けんフリップけん

Gooncircle 
gunslinger spike 

円月はやて風車けん

Gooncircle 1-2-3 
kenflip juggle spike 

円月はやてけんフリップ
ジャグル１－２－３けん

2
Spike 

スパイク

Jumping stick 

はねけん

Gunslinger spike 

風車けん

Super flamingo 
spacewalk 

スーパーフラミンゴ
宇宙遊泳

Triple jumping stick 

３回転はねけん

Lightning drop fast 
1 turn airplane 

稲妻はやて１回転飛行機

Airplane, 
1.5 swap 1.5 toss in 

飛行機～
１．５回転スワップ
１．５回転トスイン

Airplane, Double UFO 
swap spike 

飛行機～２回転ＵＦＯ
スワップけん

Lightning drop fast swap 
kenflip 1.5 toss in 

稲妻はやてスワップ
けんフリップ

１．５回転トスイン

Airplane, 1.5 swap 
gunslinger 1.5 toss in 

飛行機～１．５スワップ風車
１．５回転トスイン

3
Big cup, Spike 

村一周

Around Japan 

日本一周

Around USA 

USA一周

Stuntplane fasthand 
penguin, 

Penguin earth turn 

かぶせけんペンギン
～ペンギン地球まわし

Juggle spike  

ジャグルけん

Juggle bird, 1 turn spike 

ジャグルうぐいす
～回転けん

Around candle stick 
(Ken grip) 

ろうそく一周
（けんグリップ）

Tap juggle tap juggle 
tap juggle lighthouse, 

Tradespike 
タップジャグルタップ
ジャグルタップジャグル

灯台～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

Inward lunar, Flip toss 
tap 1 turn inward lunar, 

In 
うら月面～１回転トス
タップ１回転うら月面

～さかおとし

4
Around the world 

世界一周

Earth turn 

地球まわし

Whirlwind 

ワールウィンド

Airplane, 
1.5 tradespike 

飛行機～
１．５回転けん

Mooncircle 1.5 toss in 

円月１．５回転トスイン

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

Double tap double 
juggle spike 

ダブルタップダブル
ジャグルけん

Swing bird, Nod off over 
the valley, Nod off,  

1 turn spike 
前ふりうぐいす
～こっくりの谷渡り

～回転けん

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

Bird, Juggle bird, 
1 turn Spike 

うぐいす～ジャグル
うぐいす～回転けん

5
Takoyaki 

たこやき

Kenflip big cup, Spike 

けんフリップ大皿～けん

Lighthouse, Tap flip in 

灯台～
タップ１回転さかおとし

Double whirlwind 

ダブルワールウィンド

Tap juggle spike 

タップジャグルけん

Kenflip handlestall, 
Kenflip spike 

けんフリップ中皿極意
～けんフリップけん

Kenflip juggle base cup, 
Kenflip penguin base cup, 

Switch grip downspike 

けんフリップジャグル中皿
～けんフリップペンギン中皿
～もちかえダウンスパイク

Wing flip, 
1 turn spike 

大皿極意地球まわし
～回転けん

Candle, Triple kenflip 
juggle candle, Spike 

ろうそく～３回転けん
フリップジャグル
ろうそく～けん

Triple gunslinger juggle 
triple gunslinger spike 

３回転風車ジャグル
３回転風車けん

6
Baseball 

野球

Hanging spike 

つるしとめけん

Nunchaku airplane 

ヌンチャク飛行機

Flying V, 1 turn airplane 

ブリッジ～１回転飛行機

Ghost lighthouse 
insta lighthouse flip, 

Tradespike 

ゴースト灯台インスタ
とんぼ返り～けん

2 turn tap lighthouse, 
2 turn tap lighthouse, 

Tradespike 

２回転タップ灯台～
２回転タップ灯台～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

7
Big cup, 

Knee bounce big cup 

大皿～リフティング大皿

Lighthouse, In 

灯台～さかおとし

Turntable, Spike 

ターンテーブル～けん

Scramble 1 turn 
lighthouse, Tradespike 

スクランブル１回転灯台
～けん

1 turn lunar, Lunar flip, 
Flip in 

１回転月面
～月面とんぼ返り
～１回転さかおとし

Double lighthouse　
flip, Inward double 
lighthouse flip, In 

２回転灯台とんぼ返り～
うら２回転灯台とんぼ返り

～さかおとし

Airplane, 1 turn swap 
penguin bird, 

1 turn penguin spike 
飛行機～１回転スワップ
ペンギンうぐいす
～１回転ペンギンけん

Bird gunslinger, 
1.5 toss in 

うぐいすガンマン
～１．５回転トスイン

Kenflip juggle kenflip 
juggle bird, 1 turn spike 

けんフリップジャグル
けんフリップジャグル
うぐいす～回転けん

Lighthouse, Quint tap 
lighthouse, In 

灯台～５タップ灯台
～さかおとし

8
Big cup, Orbit, Spike 

大皿～つばめ返し～けん

Flying V, Airplane 

ブリッジ～飛行機

Lunar, Flip in 

月面着陸～
１回転さかおとし

Stilt, Tradespike 

たけうま～けん

Inward lunar flip, In 

うら月面とんぼ返り
～さかおとし

Lunar, 1 turn swap 
ghost lunar, Flip in 

月面～１回転スワップ
ゴースト月面

～１回転さかおとし

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

Stilt, Nod off lunar, 
Over valley stilt, 

1.5 turn tradespike 
たけうまこっくり月面
～谷渡りたけうま
～１．５回転とめけん

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

9
Scooping goldfish 

金魚すくい

Stuntplane 

すくいけん

Cat jumping stick 

招き猫はねけん

Airplane, 
Whirlpool spike 

飛行機～うずしおけん

Mooncircle 
gunslinger spike  

円月風車けん

Airplane, 
1.5 turn knee bounce 

inward 1.5 turn in 
飛行機～

１．５回転リフティング
うら１．５回転イン

Mooncircle x 2 toss 
lighthouse, Tradespike 

胡蝶の舞１回転トス灯台
～けん

1 turn axe, 
Axe over the valley, In 

１回転まさかり～谷渡り
～さかおとし

2 turn penguin 
lighthouse, 

Flip lighthouse, In 

２回転ペンギン灯台～
とんぼ返り～さかおとし

Inward 2 turn lunar, 
Inward double flip lunar, In 

うら２回転月面～
うら２回転月面とんぼ返り

～さかおとし

10
Moshikame x 11 

もしかめ１１回

Airplane, Base cup, 
Downspike 

レジェンド

Downspike, Down earth 

地獄ぐるま

Lighthouse, Stuntplane 

灯台～すくいけん

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

Backcross mooncircle 
downspike 

はやぶさ円月
ダウンスパイク

Hanging 1 turn 
downspike 

つるし１回転
ダウンスパイク

Lightning drop swap 
knee bounce downspike 

稲妻おとしスワップ
リフティング
ダウンスパイク

Lightning drop swap 
handlestall, 1 turn spike 

稲妻おとしスワップ
中皿極意～回転けん

ver.1.2 Trick List


