
部門 ブロック 一位通過　団体名

小学生男子の部 Ａブロック 五日市空手道スポーツ少年団

小学生男子の部 Ｂブロック 日本空手道陽明会拳成館支部Ｂ

小学生男子の部 Ｃブロック 清風拳空手道Ａ

小学生男子の部 Ｄブロック 錬和会Ａ

小学生男子の部 Ｅブロック 武徳会岡山

小学生男子の部 Ｆブロック 和道会広島東支部

小学生混合の部 Ａブロック 創心館世羅

小学生混合の部 Ｂブロック 沼南スポーツクラブＡ

小学生混合の部 Ｃブロック 日新館本部Ｂ

小学生混合の部 Ｄブロック 日新館本部Ａ

小学生混合の部 Ｅブロック 和道流庄原支部Ａ

小学生混合の部 Ｆブロック 桐山塾Ａ

小学生混合の部 Ｇブロック 修交会五日市

小学生混合の部 Ｈブロック 糸東流拳誠会

小学４年以下の部 Ａブロック 誠道館福山Ｂ

小学４年以下の部 Ｂブロック ＪＦＥ福山Ａ

小学４年以下の部 Ｃブロック 聖道流奥屋会Ａ

小学４年以下の部 Ｄブロック 拳志館八本松Ａ

小学４年以下の部 Ｅブロック 日新館本部Ａ

小学４年以下の部 Ｆブロック 誠道館福山西Ａ

小学４年以下の部 Ｇブロック ＪＦＥ福山Ｂ

小学４年以下の部 Ｈブロック 和道会広島東支部Ｂ

小学４年以下の部 Ｉブロック 日新館本部Ｂ

小学４年以下の部 Ｊブロック 沼南スポーツクラブＡ

小学４年以下の部 Ｋブロック 武徳会岡山Ａ

小学４年以下の部 Ｌブロック 創心館世羅

小学４年以下の部 Ｍブロック 糸東流拳誠会

中学生男子の部 Ａブロック 創心館世羅

中学生混合の部 Ａブロック 日新館本部Ｂ

中学生混合の部 Ｂブロック 糸東流拳誠会

中学生混合の部 Ｃブロック 如水館中学校空手道部Ａ

中学生混合の部 Ｄブロック 高松中央高校ジュニア

第２４回福山ばら杯　予選ブロック結果



部門 順位 団体名

小学生男子の部 優勝 拳志館八本松

小学生男子の部 第二位 武徳会岡山

小学生男子の部 第三位 五日市空手道スポーツ少年団

小学生男子の部 第三位 水呑からて教室

小学生混合の部 優勝 創心館世羅

小学生混合の部 第二位 和道流庄原支部Ａ

小学生混合の部 第三位 日新館本部Ａ

小学生混合の部 第三位 糸東流拳誠会

小学４年以下の部 優勝 武徳会岡山Ａ

小学４年以下の部 第二位 清風拳空手道Ａ

小学４年以下の部 第三位 誠道館福山Ｂ

小学４年以下の部 第三位 沼南スポーツクラブＡ

中学生男子の部 優勝 創心館世羅

中学生男子の部 第二位 修交会五日市

中学生男子の部 第三位 近畿大学附属広島中学校福山校

中学生男子の部 第三位 清風拳空手道

中学生混合の部 優勝 日新館本部Ａ

中学生混合の部 第二位 如水館中学校空手道部Ａ

中学生混合の部 第三位 如水館中学校空手道部Ｂ

中学生混合の部 第三位 高松中央高校ジュニア

第２４回福山ばら杯　決勝トーナメント結果
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Ａ―１　小学生男子の部　決勝トーナメント

1 【Ａブロック　１位】 五日市

2 【Ｆブロック　２位】 桐山塾

3 【Ｂブロック　１位】 拳成館Ｂ

4 【Ｅブロック　２位】 八本松

5

【Ｃブロック　１位】

誠心館新涯

6

【Ｄブロック　２位】

清風拳Ａ

7 【Ｄブロック　１位】 錬和会Ａ

8 【Ｃブロック　２位】 松涛三原

9 【Ｅブロック　１位】 武徳会岡山

10 【Ｂブロック　２位】 水呑

11

【Ｆブロック　１位】

和道流庄原

12

【Ａブロック　２位】

和道広島東
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Ａ―２　小学生混合の部　決勝トーナメント

1 【Ａブロック　１位】 創心館世羅

2

【Ｇブロック　２位】 清風拳Ａ

3 【Ｂブロック　１位】 沼南Ａ

4

5 【Ｃブロック　１位】 日新館本部Ｂ

6

【Ｅブロック　２位】 八本松

【Ｆブロック　２位】 奥屋会

7 【Ｄブロック　１位】 日新館本部Ａ

8

【Ｄブロック　２位】 桐山塾Ｂ

【Ｂブロック　２位】 戸坂空手道Ｂ

9 【Ｅブロック　１位】 和道流庄原Ａ

10

【Ｃブロック　２位】 沼南Ｂ

7 【Ｈブロック　１位】 拳誠会

8

【Ｈブロック　２位】 久井

13 【Ｇブロック　１位】

戸坂空手道Ａ

14

【Ａブロック　２位】

修交五日市

11 【Ｆブロック　１位】 桐山塾Ａ
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Ａ―３　小学４年以下の部　決勝トーナメント

1 【Ａブロック　１位】 誠道館福山Ｂ

2 【Ｍブロック　２位】 和道流庄原

3 【Ｂブロック　１位】 ＪＦＥ福山Ａ

4 【Ｌブロック　２位】 桐山塾Ａ

5

【Ｃブロック　１位】

奥屋会Ｂ

6

【Ｋブロック　２位】

奥屋会Ａ

7 【Ｄブロック　１位】 八本松Ａ

8 【Ｊブロック　２位】 武徳会岡山Ｂ

9 【Ｅブロック　１位】 日新館本部Ａ

10 【Ｉブロック　２位】 清風拳Ａ

11 【Ｆブロック　１位】 誠道館福西Ａ

12 【Ｈブロック　２位】 誠道館福西Ｂ

13 【Ｇブロック　１位】 ＪＦＥ福山Ｂ

14 【Ｇブロック　２位】 戸坂空手道

15 【Ｈブロック　１位】 和道広島東Ｂ

16 【Ｆブロック　２位】 清風拳Ｂ

17 【Ｉブロック　１位】 日新館本部Ｂ

18 【Ｅブロック　２位】 誠心館新涯

19

【Ｊブロック　１位】

誠道館福山Ａ

20

【Ｄブロック　２位】

沼南Ａ

21 【Ｋブロック　１位】 武徳会岡山Ａ

22 【Ｃブロック　２位】 水呑

23 【Ｌブロック　１位】 創心館世羅

24 【Ｂブロック　２位】 久井

25

【Ｍブロック　１位】

和道広島東Ａ

26

【Ａブロック　２位】

拳誠会
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Ｂ―１　中学生男子の部　決勝トーナメント

1 【Ａブロック　１位】 創心館世羅

2 【Ａブロック　３位】 近大福山

3 【Ａブロック　２位】 修交五日市

4 【Ａブロック　４位】 清風拳
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Ｂ―２　中学生混合の部　決勝トーナメント

1 【Ａブロック　１位】 日新館本部Ｂ

2 【Ｄブロック　２位】 如水館中Ｂ

3 【Ｂブロック　１位】 拳誠会

4 【Ｃブロック　２位】 日新館本部Ａ

5 【Ｃブロック　１位】 如水館中Ａ

6 【Ｂブロック　２位】 誠道館福山

7 【Ｄブロック　１位】 高中Jr.

8 【Ａブロック　２位】 修交五日市Ａ


