
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

Jumping stick

はねけん

Swirl to airplane
(Ken grip start)

らせん飛行機

Airplane,
1.5 turn tradespike

飛行機～
1.5 回転とめけん

Airplane, 
1.5 turn tap reverse
1 turn jumping stick

飛行機～1.5 回転タップ
うら１回転はねけん

1 turn airplane, 1.5 turn 
trade kenflip spike

１回転飛行機～1.5 回転
けんフリップとめけん

1-2-3 jumping stick

はねけん1-2-3

Lightening drop swap 
double kenflip spike

稲妻おとし２回転
けんフリップとめけん

Stilt, Double juggle bird, 
1 turn spike

たけうま～ダブルジャグル
うぐいす～回転けん

Mooncircle fast 1-2-3 
kenflip juggle spike

円月はやてけんフリップ
ジャグル1-2-3とめけん

2
Spike

とめけん

Swing spike, Earth turn

地球まわし

Gunslinger spike 

風車ふりけん

Spacewalk swap spike

宇宙遊泳１回転とめけん

Double juggle spike 

ダブルジャグルとめけん

Double gunslinger spike, 
Double whirlslinger

２回転風車ふりけん～
２回転風車地球回し

Double gunslinger swap 
no turn lighthouse, 
Trade downspike

２回転風車無回転灯台～
ダウンスパイク

Kenflip juggle kenflip 
juggle spike

けんフリップジャグルけん
フリップジャグルとめけん

Double gunslinger 
kenflip lighthouse, Trade 
double gunslinger spike

２回転風車けんフリップ
灯台～２回転風車けん

Double gunslinger 
juggle double 

gunslinger spike

２回転風車ジャグル
２回転風車とめけん

3
Around Japan 

日本一周

Around Europe

ヨーロッパ一周

UFO

飛行機～ＵＦＯ

Stuntplane fasthand 
penguin, 

Penguin earth turn

かぶせペンギン
～ペンギン地球まわし

Around gunslinger

風車世界一周

Juggle bird, 1 turn spike

ジャグルうぐいす
～回転けん

Kenflip Europe

けんフリップ
ヨーロッパ一周

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

Big cup, Big bird, Small 
cup, Small bird, Base cup, 

Handlestall, Trade UFO
大皿～大皿うぐいす～
小皿～うぐいす～中皿～
中皿極意～ＵＦＯ

Basecup, Flip swap tap 
swap kenflip lighthouse insta 
tap lighthouse, Tradespike
中皿～フリップタップけん
フリップインスタ灯台
インスタタップ灯台～けん

4
Trapeze 

空中ブランコ

Turntable, Spike

ターンテーブル～けん

Spacewalk

宇宙遊泳

Spacewalk handroll spike

宇宙遊泳扇風機ふりけん

Mooncircle swap
1 turn airplane 

円月殺法１回転飛行機

1 turn lighthouse, 
Double tap falling in

１回転灯台～
ダブルタップさかおとし

Double turntable tap 
reverse turntable, Spike

２回転ターンテーブル
タップ戻し～けん

Lightening drop swap 
juggle penguin spike

稲妻おとしジャグル
ペンギンとめけん

1-2-3 stuntplane flip

すくいけんフリップ1-2-3

Triple underbird 
turntable, Spike

３回転アンダーバード
ターンテーブル～けん

5
Big cup, Orbit, Spike

大皿～つばめ返し～けん

Kenflip big cup, Spike

けんフリップ大皿～けん

Swing spike, Whirlwind

ふりけん～
ワールウィンド

Swing spike,
Double whirlwind

ふりけん～
２回転ワールウィンド

1 turn tap reverse 
1.5 turn swap spike

１回転タップ
うら1.5 回転とめけん

Kenflip handlestall, 
Kenflip spike

けんフリップ中皿極意～
けんフリップとめけん

Double gunslinger 
penguin basecup,
1.5 kenflip spike

２回転風車ペンギン中皿
～1.5 回転けんフリップ

とめけん

Gunslinger reverse 
kenflip bird, 1 turn spike

風車うらけんフリップ
うぐいす～回転けん

Mooncircle fast 
handlestall, 1 turn spike

円月はやて中皿極意
～回転けん

Triple mooncircle fast 
kenflip lighthouse, Inward 
triple flip swap downspike
３回転円月はやてけん
フリップ灯台～うら３回転
フリップダウンスパイク

6
Big cup, Arm bounce, 

Big cup

大皿～アームリフト
～大皿

Bird, 1 turn spike

うぐいす～回転けん

Juggle big cup, Spike

ジャグル大皿～けん

Handlestall, 1 turn spike

中皿極意～回転けん

Underbird, Axe, Falling in

アンダーバード～まさかり
～さかおとし

Big wing, Small wing, 
1 turn spike

大皿極意～小皿極意
～回転けん

Stilt, Trade handlestall,
1 turn spike

たけうま～中皿極意
～回転けん

Bird, Knee bounce bird, 
Knee bounce spike

うぐいす～
リフティングうぐいす～
リフティングけん

Bird, Around clock, 
1 turn penguin spike

うぐいす～アラウンドクロック
～回転ペンギンけん

Wing nod off wing, Wing 
over valley nod off wing, 

1 turn spike

大皿極意こっくり～小皿
極意こっくり～回転けん

7
Tama grip, 

Throw to big cup

ず～まスロー大皿

Lighthouse, Falling in

灯台～さかおとし

Lighthouse, Downspike

灯台～ダウンスパイク

Scramble 1 turn 
lighthouse, Tradespike

スクランブル１回転灯台
～けん

Kenflip reverse kenflip 
lighthouse, Falling in

けんフリップうらけん
フリップ灯台～さかおとし

Double lighthouse 
flip, Inward double 

lighthouse flip, Falling 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, 
1.5 turn trade bird, 

Trade 1.5 turn falling in

飛行機～1.5回転うぐいす
～1.5 回転さかおとし

Bird gunslinger, 
1.5 turn falling in

うぐいすガンマン
～1.5回転さかおとし

2 turn swap double 
kenflip lighthouse insta 
trade bird, 1 turn spike
２回転スワップ２回転
けんフリップ灯台インスタ
うぐいす～回転けん

Lighthouse, Quint tap 
lighthouse, Falling in

灯台～５タップ灯台
～さかおとし

8
Flying pan, Spike

フライパン～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

Lunar flip, Flip in

月面とんぼ返り～
１回転さかおとし

Lunar barrel roll, 
Falling in

月面バレルロール
～さかおとし

Inward lunar, Flip 
cushion inward lunar, 

Falling in

うら月面～１回転クッション
うら月面～さかおとし

Inward lunar, Axe, 
Inward lunar, Tradespike

うら月面～まさかり
～うら月面～けん

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, Tap tap 
cushion inward lunar, 

Falling in
うら月面～タップタップ
クッションうら月面
～さかおとし

Inward lunar, 1 turn tap 1 turn 
inward lunar insta 1 turn tap 
1 turn inward lunar, Falling in
うら月面～１回転タップ１回転
うら月面インスタ１回転タップ
１回転うら月面～さかおとし

9
Scooping goldfish

金魚すくい

Stuntplane

すくいけん

Cat jumping stick

招き猫はねけん

1 turn stuntplane 
fasthand

１回転かぶせけん

Boarders balance,  
Tradespike

ボーダーバランス～けん

Spacewalk 1 turn 
stuntplane fasthand

宇宙遊泳１回転かぶせけん

Lighthouse, Trade bird, Trade 
no turn lighthouse, Trade 

over valley bird, 1 turn spike
１回転灯台～うぐいす～

無回転灯台～
谷渡りうぐいす～回転けん

Stilt, Swing stilt, 
Tradespike

たけうま～たけうま
～けん

Inward lunar, Inward flip 
juggle reverse kenflip 
inward lunar, Falling in
うら月面～うらフリップ
ジャグルうらけんフリッ
プうら月面～さかおとし

Lunar, Juggle double 
kenflip juggle kenflip 

lunar, Falling in
月面～ジャグル２回転
フリップジャグルフリップ
月面～さかおとし

10
Moshi x11 

もしかめ11回

Airplane, Base cup, 
Downspike 

飛行機～中皿～
ダウンスパイク

Downspike, Down earth

地獄ぐるま

Stilt, Downspike

たけうま～ダウンスパイク

2 turn swing UFO 
swap spike

２回転やまびこ返し
スワップスパイク

Downspike, Penguin 
bird, Downspike

ダウンスパイク
～ペンギンうぐいす
～ダウンスパイク

Lightening drop swap 
kenflip downspike

稲妻スワップけんフリップ
ダウンスパイク

Triple tap juggle 
downspike

トリプルタップジャグル
ダウンスパイク

Double stilt flip, Double 
flip swap downspike

２回転たけうまとんぼ返り～
２回転フリップダウンスパイク

Triple tap juggle triple 
tap juggle downspike

トリプルタップジャグル
トリプルタップジャグル

ダウンスパイク
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