
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
Spike 

スパイク

Moshikame x 10 
or more, Spike 

もしかめ１０回以上～けん

Flamingo spike 

フラミンゴスパイク

Juggle spike 

ジャグルとめけん

Lightning drop 
swap spike 

稲妻おとしスワップけん

Sweets special bird, 
1 turn spike 

スイーツスペシャル
うぐいす～回転けん

Kenflip juggle kenflip 
juggle spike 

マテオチャンス

2 tap juggle 
2 tap juggle spike 

２タップジャグル
２タップジャグルけん

10 juggle spike 

１０ジャグルとめけん

Forward tap tap juggle 
2 tap juggle 

2 kenflip spike 
フォワードタップタップ
ジャグル２タップジャグル
２回転けんフリップけん

2 gunslinger juggle 
2 kenflip 

2 gunslinger spike 
２回転風車ジャグル
２回転けんフリップ
２回転風車けん

3 kenflip 3 kenflip juggle 
3 kenflip juggle 
3 kenflip spike 

３回転けんフリップ
マテオチャンス

2
Airplane 

飛行機

Jumping stick 

はねけん

1 turn airplane 

１回転飛行機

Flying V, 1 turn airplane 

ブリッジ～１回転飛行機

2 turn airplane, 
Double jumping stick  

２回転飛行機～
２回転はねけん

1 turn airplane, 
Flip lighthouse, Flip in, 

1.5 swap spike 
１回転飛行機～１回転灯立
～１回転さかおとし
～１．５回転とめけん

1 turn airplane, 1.5 swap 
2 turn toss lighthouse, In 

１回転飛行機～１．５スワップ
２回転トス灯台～さかおとし

Tap juggle kenflip 
inward 1 turn toss in 

タップジャグルけんフリップ
うら１回転トスイン

Airplane, Double dirty 
finger flip late gunslinger 

1.5 toss in 
飛行機～２回転ダーディー
フィンガーフリップ
風車１．５回転トスイン

Tap 1.5 juggle x 3 
-> juggle spike 

タップ１．５回転ジャグル×３
→ジャグルけん

3 kenflip 3 toss tap 
swap downspike 

fasthand 
３回転けんフリップ３回転
トスタップスワップダウン
スパイクファストハンド

3 kenflip juggle 3 
gunslinger bird, 

1 turn spike 
３回転けんフリップ
ジャグル３回転風車
うぐいす～回転けん

3
Easy big cup, Spike 

手のせ大皿～けん

Around Japan 

日本一周

Around the universe 

宇宙一周

Around USA 

ＵＳＡ一周

Around Denmark 

デンマーク一周

Around falling in 

さかおとし一周

1-2-3 whirlwind 

ワールウィンド１－２－３

1-2-3 lighthouse flip, 
Tradespike 

灯台とんぼ返り１－２－３
～けん

Airplane, 
1-2-3 swap ghost in 

飛行機～スワップゴースト
さかおとし１－２－３

1-2-3 axe flip, In 

まさかりとんぼ返り１－２－３
～さかおとし

Swing backward inward 
lunar, Cloud bounce 

inward lunar, Inward flip 
swap downspike 

前ふりバックワードうら月面
～クラウドバウンスうら月面
～うら１回転スワップ
ダウンスパイク

Airplane, 1.5 swap 
1-2-3 gunslinger juggle

-> toss in 
飛行機～１．５回転スワップ
風車ジャグル１－２－３

→トスイン

4
Trapeze 

空中ブランコ

Swing spike, Earth turn 

地球まわし

Whirlwind 

ワールウィンド

Gunslinger spike, 
Whirlslinger 

風車けん～
風車地球まわし

Double whirlwind 

ダブルワールウィンド

Underbird, Juggle 
underbird, Falling in 

アンダーバード～
ジャグルアンダーバード

～さかおとし

Airplane, Swap kenflip 
1.5 toss in 

飛行機～スワップけん
フリップ１．５回転トスイン

Inward lunar, Inward flip 
tap 1 turn inward lunar, 

Flip cushion tap in 
うら月面～うらフリップタップ
１回転うら月面～１回転
クッションタップさかおとし

Double gunslinger 
handlestall, 

Forward tap 2 turn in 
２回転風車中皿極意～
フォーワードタップ
２回転さかおとし

Tap lighthouse insta 3 
flip swap tap lighthouse, 

3 flip swap spike 
タップ灯台インスタ３回転
フリップスワップタップ灯台
～３回転スワップけん

3 turn stank flip tap 
swap spike 

３回転スタンクフリップ
タップスワップけん

10 tap juggle spike 

１０タップジャグルけん

5
Takoyaki 

たこやき

Hanging spike 

つるしとめけん

Juggle big cup, Spike 

ジャグル大皿～けん

Hanging kenflip spike 

つるしけんフリップけん

Tap juggle spike 

タップジャグルけん

Gunslinger juggle 
lighthouse, Tradespike 

風車ジャグル灯台～けん

Half gooncircle string 
pinch swap spike 

半円月はやてストリング
ピンチスワップけん

2 kenflip 2 turn toss 　
lighthouse insta 
2 flip swap spike 
２回転けんフリップ
２回転トス灯台インスタ
２回転スワップけん

2 tap juggle lean house, 
Flip in 

２タップジャグル
リーンハウス～
１回転さかおとし

Stilt, 1.5 tap 
1.5 backward stilt，

1.5 swap spike 
たけうま～１．５回転タップ
うら１．５回転バックワード
たけうま～１．５回転けん

Inward lunar, 
5 tap inward lunar, In 

うら月面～５タップ
うら月面～さかおとし

Big cup, 
Inward 3 toss swap stilt, 

3 flip swap spike 
大皿～

うら３回転トスたけうま
～３回転フリップけん

6
Baseball 

野球

Flying top 

たけとんぼ

Lighthouse flip, In 

灯台とんぼ返り～
さかおとし

Stilt, Flip in 

たけうま～
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

Lightning drop 1 turn 
lighthouse, Downspike 

稲妻おとし１回転灯台～
ダウンスパイク

Stuntplane fasthand, 
Ghost juggle stuntplane 

fasthand 
すくいけんファストハンド～

ゴーストジャグル
すくいけんファストハンド

Stilt, Swap 1.5 toss stilt, 
Flip in 

たけうま～スワップ
１．５トスたけうま～
１回転さかおとし

Around the ken, 
Inward 1 turn in 

たけうまころがし
～うら１回転さかおとし

3 turn lighthouse insta 
3 flip swap 3 toss in 

３回転灯台インスタ
３回転フリップスワップ

３回転トスイン

6 tap spike (no juggle) 

６タップけん

Triple gooncircle bird,
1 turn spike 

３回転円月はやて
うぐいす～回転けん

7
Candlestick 

ろうそく

Bird, Spike 

うぐいす～けん

Big cup, Kenflip big cup, 
Spike 

大皿～けんフリップ大皿
～けん

Handlestall, 1 turn spike 

中皿極意～回転けん

Bird, Nod off/on 
over the valley,  

Nod off/on, 1 turn spike 

うぐいすこっくり谷渡り
～回転けん

Swing backward 
inward lunar, Backflip 

inward lunar, Tradespike 
前ふりバックワード

うら月面～バックフリップ
うら月面～けん

Underbird, 
Gunslinger underbird, 
Gunslinger downspike 
アンダーバード～

風車アンダーバード～
風車ダウンスパイク

Candle handlestall, 
Forward stuntplane 

fasthand 

小田原提灯～フォワード
すくいけんファストハンド

Wing, Juggle wing, 
1 turn spike 

大皿極意～ジャグル
大皿極意～回転けん

4 tap juggle handlestall, 
1 turn spike 

４タップジャグル
中皿極意～回転けん

3 tap bird, 
Downspike fasthand 

３タップうぐいす
～ダウンスパイク
ファストハンド

Cushion inward stilt, 
Flip cushion juggle cushion 

inward stilt, Flip cushion tap in 
クッションたけうま～
フリップタップジャグル
クッションたけうま～

フリップクッションタップイン

8
Easy big cup, 
Hopscotch x 2 

手のせ大皿
けんけんぱ２回

Lighthouse, In 

灯台～さかおとし

Lunar, Flip in 

月面着陸～
１回転さかおとし

Inward lunar, 
Lunar, Flip in 

うら月面～月面～
１回転さかおとし

Inward lunar, 
Flip cushion tap 
inward lunar, In 
うら月面～１回転
クッションうら月面～

さかおとし

Inward lunar, Leg catch, 
1 turn inward lunar, 

Flip swap spike 
うら月面～太ももキャッチ
～１回転うら月面
～１回転けん

Wing over the valley, 
1 turn spike 

極意谷渡り～回転けん

1 turn axe, 
Axe turn table, 

Stuntplane fasthand 
１回転まさかり～

まさかりターンテーブル～
すくいけんファストハンド

Inward lunar, Hippie flip 
inward lunar, In 

うら月面～ヒッピー
フリップうら月面～

さかおとし

Inward lunar, 3 kenflip 
juggle x 3 -> 1 turn toss 

inward lunar, In 
 うら月面～３回転けん
フリップジャグル×３
→１回転トスうら月面
～さかおとし

Stuntplane, 3 forward 
flip stuntplane fasthand 

すくいけん～３回転
フォーワードフリップ
すくいけんファストハンド

Lunar, Inward flip tap juggle 
inward 3 kenflip juggle 

inward tap 1 turn lunar, Flip in 

月面～うら１回転タップ
ジャグルうら３回転けん
フリップジャグルうらタップ
月面～１回転さかおとし

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

Big cup, Shove-it 
big cup, Spike 

大皿～ショービット大皿
～けん

Snake bite, In 

スネークバイト～飛行機

Airplane, Yank J  

バイーンはねけん

Inward lunar, Flat spin 
360 inward lunar, In 

うら月面～
フラットスピン３６０
うら月面～さかおとし

2 turn lighthouse, Mouth 
toss 2 turn lighthouse, 

Mouth swap downspike 

２回転灯台～マウストス
２回転灯台～マウス
スワップダウンスパイク

 Bird, Body orbit bird, 
1 turn spike 

うぐいす～
ボディオービットうぐいす

～回転けん

Inward 1 turn lighthouse, 
Knee bounce inward 
flip x 3 -> lighthouse, 

Inward in 
うら１回転灯台～

リフティングうら回転×３
→灯台～うらさかおとし

Lighthouse, 
Insta lighthouse flip x 10 

insta tradespike 
灯台～

インスタ灯台とんぼ返り×１０
インスタけん

Boarders balance, Knee 
bounce inward 1 turn boarders 

balance, Inward flip in 
ボーダーバランス～リフティング
うら１回転ボーダーバランス
～うら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

Bird, Downspike 

うぐいす～
ダウンスパイク

Downspike, 
Down earth fasthand 

地獄ぐるま
ファストハンド

1 turn lighthouse insta 
juggle downspike 

１回転灯台インスタ
ジャグルダウンスパイク

Scramble tama 
mooncircle backward 

inward lunar, Downspike 
スクランブル玉円月
バックワードうら月面
～ダウンスパイク

Lighthouse, Cloud 
bounce lighthouse, In 

灯台～クラウドバウンス
灯台～さか落とし

Around penguin 
underbird, 1 turn spike 

ペンギンアンダーバード
一周～回転けん

Inward lunar, 
Flip tap ghost juggle tap 

1 turn inward lunar, 
1.5 swap penguin spike 
うら月面～１回転タップ
ゴーストジャグルタップ
１回転うら月面～１．５回転
スワップペンギンけん

Mooncircle 3 toss 
inward lunar, Downspike 

円月３回転トスうら月面
～ダウンスパイク

Kenflip x 4 -> juggle
4 tap juggle spike 

けんフリップ×４→ジャグル
４タップジャグルけん
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