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Level 1

Level 2

Level 3

Takoyaki

Moshikame x 10
or more, Spike

Candle, Spike

たこやき

もしかめ１０回以上〜けん

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Sweets special

Tap juggle spike

Lightning drop swap
penguin spike

Gooncircle string pinch
1 turn swap spike

ろうそく〜けん

スイーツスペシャル

タップジャグルけん

稲妻おとしスワップ
ペンギンけん

円月はやてストリング
ピンチ１回転スワップけん

2 turn airplane,
Double jumping stick

1 turn lighthouse insta
swap 1.5 toss in

２回転飛行機〜
２回転はねけん

１回転灯台インスタ
スワップ１．
５回転トスイン

Airplane

Jumping stick

1 turn airplane

Airplane,
1.5 turn swap spike

飛行機

はねけん

１回転飛行機

飛行機〜
１．
５回転スワップけん

2 turn airplane,
Inward 1.5 turn
swap 1.5 toss in
２回転飛行機〜
うら１．
５回転スワップ
１．
５回転トスイン

Easy big cup, Spike

Around the world

Spacewalk

Around USA

Around Denmark

Around falling in

1-2-3 lunar flip,
Tradespike

手のせ大皿〜けん

世界一周

宇宙遊泳

ＵＳＡ一周

デンマーク一周

さかおとし一周

月面とんぼ返り１−２−３
〜けん

Double whirlwind

Trapeze

Earth turn

Whirlwind

Gunslinger spike,
Whirlslinger

空中ブランコ

地球まわし

ワールウィンド

風車けん〜
風車地球まわし

ダブルワールウィンド

Inward kenflip
lighthouse, 1 turn
stuntplane fasthand
うらけんフリップ灯台
〜１回転すくいけん
ファストハンド

Kenflip juggle kenflip
juggle spike
マテオチャンス

Spike

Hanging spike

Juggle big cup, Spike

Juggle spike

Bird over the valley,
Handlestall, 1 turn spike

スパイク

つるしとめけん

ジャグル大皿〜けん

ジャグルとめけん

うぐいすの谷渡り
〜中皿極意〜回転けん

２タップスワップけん

クッションタップ
スワップ風車けん

Ghost lighthouse
insta lighthouse flip,
Tradespike

1 turn arm bounce
tap lighthouse,
Flip tradespike

ゴースト灯台インスタ
とんぼ返り〜けん

１回転アームバウンス
タップ灯台〜１回転けん

Spike tap inward lunar,
Spike tap inward lunar,
Spike tap in
けん先タップうら月面
〜けん先タップうら月面
〜けん先タップイン

Underbird,
Swap tap 1.5 turn in

Handlestall, Kenflip
handlestall, Swap in
中皿極意〜けんフリップ
中皿極意〜さかおとし

2 tap swap spike

Baseball

Lighthouse, In

1 turn lighthouse,
Tradespike

2 turn lighthouse,
Tradespike

野球

灯台〜さかおとし

１回転灯台〜けん

２回転灯台〜けん

Candlestick

Bird, Spike

Big cup, Kenflip big cup,
Spike

Stilt, Flip in

Stilt, Stilt flip,
Downspike

ろうそく

うぐいす〜けん

大皿〜けんフリップ大皿
〜けん

たけうま
〜１回転さかおとし

たけうま
〜たけうまとんぼ返り
〜ダウンスパイク

アンダーバード
〜タップ１．
５回転イン

Big cup

Stuntplane

Lunar, Flip in

Inward lunar,
Lunar, Flip in

BB, Flip in

大皿

すくいけん

月面着陸〜
１回転さかおとし

Scooping goldfish
swap lunar, Flip in

うら月面〜月面
〜１回転さかおとし

ボーダーバランス
〜１回転さかおとし

Hanging clap catch

Base cup,
Rising dragon spike

Turntable, Spike

C-whip, In

Candle, Juggle candle,
Spike

手拍子つるし持ち

秘竜のぼりけん

ターンテーブル〜けん

Ｃウィップ〜飛行機

ろうそく〜ジャグル
ろうそく〜けん

Bird over the valley,
Downspike

Lightning drop 1 turn
lighthouse, Downspike

うぐいすの谷渡り
〜ダウンスパイク

稲妻おとし１回転灯台
〜ダウンスパイク

Moshikame x 11

Downspike

Airplane, Base cup,
Downspike

もしかめ１１回

ダウンスパイク

レジェンド

金魚すくいスワップ月面
〜１回転さかおとし

Cushion tap swap
gunslinger spike

Level 8
Juggle swtich juggle
-> juggle switch juggle
spike
ジャグルスイッチジャグル
→ジャグルスイッチ
ジャグルけん
Cushion tap ghost
juggle ghost tap flip in
クッションタップゴースト
ジャグルゴーストタップ
フリップイン

１．
５回転けんフリップ
→けんフリップ
ダウンスパイク

Level 10

10 or more juggle
-> spike

6 tap toss lighthouse
insta downspike

ジャグル１０回以上
→けん

６タップトス灯台
インスタダウンスパイク

Level 11

Level 12

3 tap juggle
kenflip-flip-flip spike

3 kenflip 3 kenflip juggle
6 tap juggle spike

３タップジャグル
けんフリップフリップ
フリップけん

３回転けんフリップ
３回転けんフリップジャグル
６タップジャグルけん

Airplane, 1.5 turn swap
Airplane, 4 tap swap
No hole lean stilt over
kenflip toss tap 1 turn in kenflip cloud bounce
the valley, Flip in
kenflip 1.5 toss in
飛行機〜１．
５回転スワップ 飛行機〜４タップスワップ 飛行機〜１．
５回転スワップ ノーホールリーンたけうま
３回転けんフリップ
けんフリップトスタップ けんフリップクラウドバウンス
渡り〜１回転さかおとし
トスタップイン
１回転けん
けんフリップ１．
５回転トスイン
Airplane, 1.5 turn swap
3 kenflip toss tap in

Kenflip-flip 1.5 toss in,
1.5 turn swap
kenflip-flip spike
けんフリップフリップ１．
５回転
トスイン〜１．
５回転スワップ
けんフリップフリップけん

1-2-3 handlestall
earthturn, 1 turn spike
中皿極意地球まわし
１−２−３〜回転けん

Bird, 3 kenflip juggle x 3
-> bird, 1 turn spike
うぐいす〜３けんフリップ
ジャグル×３
→うぐいす〜回転けん

Downspike, 1.5 toss
insta 3-2-1 lighthouse
flip insta downspike

ダウンスパイク〜
１．
５回転トスインスタ灯台
とんぼ返り３−２−１
インスタダウンスパイク

Triple stank flip
juggle x 3 -> spike
３回転スタンクフリップ
ジャグル×３→けん

1-2-3-4-5 jumping stick
はねけん１−２−３−４−５
Inward 1 turn lighthouse,
Inward 3 lighthouse flip insta
3 kenflip toss lighthouse
inward triple lighthouse flip,
Inward 1 turn swap spike
うら１回転灯台〜うら３回転灯台
とんぼ返りインスタ３回転けん
フリップトス灯台インスタうら３回転
灯台とんぼ返り〜うら１回転けん

2 tap lighthouse insta
inward lighthouse flip
insta juggle spike
２タップ灯台インスタ
うら灯台とんぼ返り
インスタジャグルけん

2 tap juggle fasthand
2 tap 2 kenflip juggle
4 turn lighthouse,
3 tap toss 3 tap 3 turn
lighthouse insta juggle
2 tap 2 kenflip juggle
Quad inward lighthouse
toss
lean house, Flip in
2 tap juggle downspike
spike
flip, In
fasthand
３タップトス３タップ
２タップ２回転けんフリップ ４回転灯台とんぼ返り〜 ２タップジャグルかぶせ灯台
３回転トスリーンハウス
ジャグル２タップ２回転 うら４回転灯台とんぼ返り インスタジャグル２タップジャグル
〜１回転さかおとし
けんフリップジャグルけん
〜さかおとし
ダウンスパイクファストハンド

Stilt, 2 tap 1 turn stilt,
Flip in

3 turn cushion tap
Inward 1 turn lighthouse,
3 kenflip juggle 3 kenflip
Insta inward lighthouse flip lighthouse, 3 turn cushion
BB, 3 tap BB, Flip in
1 turn toss stuntplane
tap lighthouse,
x 3 -> insta stuntplane
fasthand
ボーダーバランス〜
3 flip swap spike
penguin fasthand
うら１回転灯台〜インスタうら ３回転クッションタップ灯台〜 ３回転けんフリップジャグル ３タップボーダーバランス
灯台とんぼ返り×３→インスタ ３回転クッションタップ灯台〜 ３回転けんフリップ１回転
〜１回転さかおとし
トスすくいけんファストハンド
すくいけんペンギンファストハンド
３回転フリップけん

たけうま〜２タップ
１回転たけうま
〜１回転さかおとし

Spike tap flip tap juggle x 2
Bird, Kneebounce bird Stuntplane fasthand, Toss Double turntable pause,
lighthouse insta 3 flip
Quint inward lunar flip, -> spike tap flip tap 3 kenflip
x 2 (use both legs),
juggle handlestall, 1 turn spike
juggle stuntplane fasthand 2 turn inward lunar, In
In
Downspike
すくいけんファストハンド
けん先タップ１回転タップ
２回転ターンテーブル
うぐいす〜リフティング
５回転うら月面とんぼ返り ジャグル×２→けん先タップ
〜トス灯台インスタ３回転
ポーズ〜２回転うら月面
うぐいす×２（両足使用） フリップジャグルすくいけん
〜さかおとし
１回転タップ３回転けんフリップ
〜さかおとし
〜ダウンスパイク
ファストハンド
ジャグル中皿極意〜回転けん

Inward lunar, Flip swap
2 turn stilt, Swap gravity
Handlestall,
Juggle BB,
Inward lunar, 3 flip
kenflip inward toss
scooping bird,
Kenflip-flip handlestall,
BB flip, Flip in
inward index finger
inward lunar, In
2.5 toss in
Kenflip-flip spike
lunar, Falling in
ジャグルボーダーバランス ２回転たけうま〜スワップ
うら月面〜フリ
ップスワップ
中皿極意〜けんフリ
ップ
ピボットループ１回転月面
〜ボーダーバランスとんぼ グラビティすくいうぐいす うら月面〜３回転人差し指
けんフリップうらトス
フリップ中皿極意〜
〜１回転スワップけん
返り〜１回転さかおとし
うら月面〜さかおとし
うら月面〜さかおとし
〜２．５回転トスイン
けんフリップフリップけん
Pivot loop 1 turn lunar,
Flip swap spike

1 turn lighthouse,
2 hands swivel slinger String loop ghost inward
Drop floorhouse,
spike, 2 hands swivel lunar, In (Tama grip start)
Tama drop floor spike
whirlslinger
ストリングループゴースト
１回転灯台
両手スイベルスリンガーけん
うら月面〜さかおとし
〜おとしフロア灯台
〜おとし玉フロアスパイク 〜両手スイベル地球まわし （玉グリップスタート）
1.5 kenflip -> kenflip
downspike

Level 9

Inward lunar,
1-2-3 flip cushion tap
1-2-3 whirlwind
inward lunar, In
うら月面〜フリップ
ワールウィンド１−２−３
クッションタップうら月面
１−２−３〜さかおとし
Kenflip juggle
inward toss tap juggle
kenflip spike
けんフリップジャグル
うらトスタップジャグル
けんフリップけん

ver.1.1

Downspike fasthand,
1.5 turn swap juggle
downspike fasthand
ダウンスパイクファストハンド
〜１．
５回転スワップジャグル
ダウンスパイクファストハンド

Inward swing bird, Slide to
big wing, 1 turn wing over
the valley, Slide to little
bird, Inward 1 turn spike
うらふりうぐいす〜スライド大皿
極意〜回転極意渡り〜スライド
小皿うぐいす〜うら回転けん

Inward lunar,
Rising dragon in

Arm bounce flip x 3
-> swap spike

うら月面〜秘竜のぼりけん アームバウンスフリップ×３
〜さかおとし
→けん

Airplane, 1.5 swap
3 turn swap toss
Candle ringstall,
Bird, Cloud bounce
3 kenflip inward 2.5 toss
lighthouse insta inward 3
Candle handlestall,
tap inward kenflip juggle
flip swap toss lighthouse juggle bird, Downspike
Downspike
downspike
insta downspike
飛行機〜１．
５回転フリップ
ろうそくすべりどめ極意 ３回転スワップトス灯台インスタ うぐいす〜クラウドバウンス
３回転けんフリップうら２．
５回転
ジャグルうぐいす
〜小田原提灯
うら３回転フリップスワップトス
トスタップうらけんフリップ
〜ダウンスパイク
〜ダウンスパイク
灯台インスタダウンスパイク
ジャグルダウンスパイク

Kick 2 tap kick 1 turn in
キック２タップ
キック１回転イン

Quint gunslinger juggle
quint gunslinger spike
５回転風車ジャグル
５回転風車けん

