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Level 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Mooncircle
fast downspike

2 turn swap double
juggle spike

円月はやて
ダウンスパイク

２回転スワップダブル
ジャグルとめけん

Spike

Gunslinger spike

Shimma special

Sweets special

Lightening drop
swap spike

とめけん

風車けん

新間スペシャル

スイーツスペシャル

稲妻おとし１回転とめけん

Spacewalk 1 turn
airplane

Swap airplane,
0.5 swap spike

宇宙遊泳１回転飛行機

スワップ飛行機～
０．
５回転スワップとめけん

Around juggle
ジャグル一周

Airplane

Jumping stick

UFO

飛行機

はねけん

飛行機～ＵＦＯ

1 turn airplane,
0.5 turn arm bounce
1 turn falling in
１回転飛行機～
０．
５回転アームバウンス
１回転さかおとし

Around Japan

Around Europe

Pinky spike, 1 turn spike

Around USA

Knee bounce
1 turn stuntplane

日本一周

ヨーロッパ一周

小指姫～回転けん

ＵＳＡ一周

リフティング
１回転すくいけん

Trapeze

Swing spike, Earth turn

Swing spike, Whirlwind

Swing spike,
Double whirlwind

Gunslinger flip spike

空中ブランコ

地球まわし

ふりけん～
ワールウィンド

Swing spike,
Double whirlslinger
ふりけん～
２回転風車地球まわし

ふりけん～
２回転ワールウィンド

風車フリップとめけん

Moshikame x11

Base cup hanging spike

Juggle big cup, Spike

もしかめ１１回

中皿つるしとめけん

ジャグル大皿～けん

飛行機～
１．
５回転とめけん

ジャグルとめけん

Baseball

Kenflip big cup, Spike

Ghost lighthouse,
Falling in

1 turn tap reverse
1 turn falling in

Swing spike,
Candle, Spike

野球

けんフリップ大皿～けん

ゴースト灯台
～さかおとし

１回転タップリバース
１回転さかおとし

ふりけん～ろうそく～
ろうそく返し

ダウンスパイクファスト
ハンド～はやてろうそく
～ゴーストさかおとし

Base cup hanging
stunplane fasthand

Turntable pause,
Turntable, Spike
ターンテーブルポーズ～
ターンテーブル～けん

Juggle spike

Big cup,
Kneebounce big cup

Underbird, Spike

Turntable, Spike

Bird, 1 turn over the
valley, 1 turn spike

大皿～リフティング大皿

アンダーバード～けん

ターンテーブル～けん

うぐいす～回転谷渡り～
回転けん

中皿つるしすくいけん
ファストハンド

Scooping goldfish

Lighthouse, Falling in

Lunar, Flip in

Lunar, Tradespike

金魚すくい

灯台～さかおとし

月面着陸～
１回転さかおとし

Scramble 1 turn lunar,
1 turn falling in

月面着陸～けん

スクランブル１回転月面
～１回転さかおとし

Downspike fasthand,
Candle, Ghost in

Lunar, flip juggle ghost
lunar, 1 turn falling in
月面～１回転ジャグル
ゴースト月面～
１回転さかおとし

飛行機～１．
５スワップ
うら１回転さかおとし

飛行機～３回転ＵＦＯ

Mooncirle fast
gunslinger spike
円月はやて風車とめけん

Lightning drop,
Triple tap falling in
稲妻おとし～
タップタップタップ
さかおとし

Level 10
Kenflip juggle
double kenflip juggle
kenflip spike
けんフリップジャグル
ダブルけんフリップジャグル
けんフリップとめけん

Level 11

Level 12

Triple spacewalk
3 turn swap spike

Triple triple kenflip
juggle spike

神風３回転スワップ
とめけん

トリプル３回転
けんフリップとめけん

3 turn penguin airplane, Big cup, Inward triple
kenflip falling in, Inward
Triple penguin
triple jumping stick
jumping stick
大皿～うら３回転
飛行機～１．
５スワップ風車 ３回転ペンギン飛行機～ けんフリップさかおとし
スワップ１回転さかおとし ３回転ペンギンはねけん
～うら３回転はねけん
Airplane, 1.5 swap
gunslinger swap
1 turn falling in

Double kenflip juggle ->
Inward lunar, Flip toss Around vertical turntable
2 turn swap candle,
double arm bounce -> 1 turn boarders balance, tap 1 turn inward lunar,
falling in
Double candle flip, Spike
Juggle spike
juggle spike
Falling in
バーティカル
２回転スワップろうそく～
２回転けんフリップジャグル １回転ボーダーバランス
うら月面～１回転トス
中皿つるし遠心力灯台～ →ダブルアームバウンス
ターンテーブル
２回転ろうそくフリップ～
タップ１回転うら月面～
～ジャグルとめけん
すくいけん
さかおとし一周
ろうそく返し
→ジャグルとめけん
さかおとし
2 turn lighthouse, Insta Triple gunslinger spike,
inward 2 turn tradespike
Triple whirlslinger
２回転灯台インスタ
うら２回転とめけん

2 turn kenflip
swap tap in
２回転けんフリップ
スワップタップイン

３回転風車けん～
３回転風車地球まわし

Double inward
juggle spike
ダブルうらジャグル
とめけん

Penguin spike,
Swich glip 1.5 juggle
penguin spike
ペンギンけん～
スイッチグリップ
１．
５ジャグルペンギンけん

Gunslinger bird,
Double gunslinger bird, Airplane, 3 turn juggle
Double gunslinger over ghost penguin falling in Gunslinger over the valley,
Gunslinger handlestall,
the valley,
Gunslinger spike
Double gunslinger spike 飛行機～３回転ジャグル
ゴーストペンギン
２回転風車うぐいす～２回転
風車うぐいす～風車谷渡り
さかおとし
風車谷渡り～２回転風車けん
～風車中皿極意～風車けん

Handlestall,
Juggle handlestall,
Falling in
中皿極意～
ジャグル中皿極意～
さかおとし

Inward lunar, Cushion
Hanging 2 turn inward
lunar, Cushion inward
lunar, Tradespike
lunar, Falling in
うら月面～クッション月面 つるし２回転うら月面～
～クッションうら月面
けん
～さかおとし

Lunar, Inward 1 turn
Airplane, Tap 1.5 inward
lighthouse insta double
flip tap 1.5 flip swap
lighthouse flip insta 1 turn
juggle spike
lunar, 1 turn falling in
飛行機～タップ１．
５うら
月面～うら１回転灯台インスタ
フリ
ップタップ１．
５フリ
ップ
灯台２回転とんぼ返りインスタ
１回転月面～１回転さかおとし スワップジャグルとめけん

Stilt, Flip in

Handlestall, Falling in

Stilt flip, Downspike

Axe, Tap axe, Falling in

ろうそく皿一周

すくいけん

宇宙遊泳

たけうま～
１回転さかおとし

中皿極意～さかおとし

たけうまとんぼ返り～
ダウンスパイク

まさかり～タップまさかり
～さかおとし

Big cup, Orbit, Spike

Downspike

Airplane, Base cup,
Downspike

1.5 kenflip kenflip
downspike

Airplane, 2 turn swap
downspike fasthand

大皿～つばめ返し～けん

ダウンスパイク

飛行機～中皿～
ダウンスパイク

１．
５けんフリップ
けんフリップ
ダウンスパイク

飛行機～２回転スワップ
ダウンスパイク
ファストハンド

1 turn axe,
Axe over the valley,
Falling
１回転まさかり～
谷渡り～さかおとし

Airplane, 1.5 swap
juggle downspike
fasthand
飛行機～１．
５スワップ
ジャグルダウンスパイク
ファストハンド

Lunar, Triple flip juggle
ghost lunar,
1 turn falling in
月面～３回転ジャグル
ゴースト月面～
１回転さかおとし
Stilt, Flip cushion stilt,
1 turn falling in

Around naughty bird
half rotation
けん先極意ハーフ
ローテーション一周

2 turn lighthouse insta tap
Tap juggle tap juggle
Triple tap juggle
juggle double kenflip lighthouse,
insta double lighthouse
lighthouse insta triple Double lighthouse flip insta tap
flip, 2 turn tradespike
tap juggle spike
double kenflip juggle spike
タップジャグルタップ
タップタップタップジャグル ２回転灯台インスタタップジャグル
ップ灯台～２回転灯台
ジャグル灯台インスタ２回転 灯台インスタタップタップ ２回転フリ
とんぼ返りインスタタップ２回転
とんぼ返り～２回転とめけん タップジャグルとめけん
けんフリップジャグルとめけん

Double mooncirlce fast
swap tap lighthouse,
Flip tap lighthouse,
Tradespike
２回転円月はやて
スワップタップ灯台～
フリップタップ灯台～けん

Inward lunar, Lunar,
Stilt, Stilt over the valley,
Airplane, 1 turn swap
Underbird turntable,
Backward inward lunar,
Underbird, Underbird
Lunar, Bird,
penguin bird,
Reverse underbird
Backward lunar,
over the valley, Kengrip
Kenflip
lunar,
Tradespike
1 turn penguin spike
turntable, Spike
1 turn falling in
handlestall, 1 turn spike
飛行機～１回転スワップ
月面～うぐいす～
うら月面～月面～バックワード
たけうま渡り～アンダー
アンダーバード
ペンギンうぐいす～
うら月面～バックワード月面
バード渡り～けんグリップ
けんフリップ月面～けん
ターンテーブル往復～けん
１回転ペンギンけん
～１回転さかおとし
中皿極意～回転けん

Spacewalk

中皿～フリップ中皿～
フリップダウンスパイク

Level 9

Base cup hanging
swinger lighthouse,
Stuntplane

Stuntplane

灯台～ダウンスパイク

２回転けんフリップ→
ジャグル→２回転けん
フリップとめけん

Triple UFO

Candle block

Base cup, Flip base cup,
Lighthouse, Downspike
Flip downspike

Double kenflip -> juggle
-> double kenflip spike

Aiplane, 1.5 swap
inward 1 turn falling in

1 turn lighthouse,
Airplane, 1 turn swap
Kneebounce 1 turn
kneebounce swap
lighthouse flip, Tradespike
ghost falling in
１回転灯台～
飛行機～１回転スワップ
リフティングうら１回転
リフティングスワップ
灯台とんぼ返り～けん
ゴーストさかおとし

Airplane,
1.5 turn tradespike

Level 8

ver.2.0

Triple gunslinger ghost
lighthouse, Triple juggle
ghost lighthouse,
Tradespike
稲妻はやて１回転月面～
３回転風車無回転灯台～３回転
すくいけん
スワップ無回転灯台～けん

Lightning drop fast
1 turn lunar, Stuntplane

Stilt, Candle grip
underbird, Kenflip stilt,
Downspike

たけうま～
たけうま～ろうそくグリップ
１回転クッションたけうま アンダーバード～けんフリップ
～１回転さかおとし
たけうま～ダウンスパイク

Airplane, 1 turn tap stilt,
1 turn tap falling in
飛行機～
１回転タップたけうま～
１回転タップさかおとし

Double tap swap
Downspike, Swap 1 turn
downspike, Double tap lighthouse insta juggle Lightning drop fast swap
bird, Downspike
swap downspike
kenflip juggle downspike
タップタップスワップダウン ダウンスパイク～１回転灯台
稲妻はやてスワップ
インスタジャグルけんフリップ うぐいす～ダウンスパイク
スパイク～タップタップ
ジャグルダウンスパイク
スワップダウンスパイク

Forward swing inward lunar,
Flip juggle backward
inward lunar,
1 turn tap falling in
前ふり１回転うら月面～
フリップジャグルバックワード
うら月面～１回転タップイン

Quint turntable, Spike
５回転ターンテーブル
～けん

1-2-3 stilt flip,
1 turn falling in
たけうまとんぼ返り1-2-3
～１回転さかおとし

Underbird, Kenflip
lighthouse insta juggle
lighthouse insta
underbird, 1 turn spike

アンダーバード～けんフリップ
灯台インスタジャグル灯台イン
スタアンダーバード～回転けん

Slip grip special, Rolling
body catch, Rolling hop 1
turn handlestall, Downspike
すべり止め極意～ローリング
おみこし～ローリングホップ
１回転中皿極意～ダウンスパイク

