PRESS RELEASE
2021 年 7 月 1 日（木）

報道関係各位
7・4『YOKOHAMA DREAM CINDERELLA 2021 in Summer』全対戦カード決定！

林下詩美、中野たむ、ジュリア＆朱里…王者勢ぞろい！
横浜武道館でスターダム 4 大タイトルマッチ開催！
真夏の最強女子決定戦『5★STAR GP 2021』全日程発表！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢）のグ
ループ会社であり、女子プロレス『スターダム』を運営する株式会社ブシロー
ドファイト（本社：東京都中野区、代表取締役社長：原田克彦）は、7 月 4 日
（ 日 ） 神 奈 川 ・ 横 浜 武 道 館 に て 開 催 致 し ま す 『 YOKOHAMA DREAM
CINDERELLA 2021 in Summer』の全対戦カードが決定したことを発表致し
ます。また今大会は日本語版のほか、海外実況付きのインバウンド版でも全試
合ノーカット PPV 配信することも併せてお知らせ致します。
メインではスターダム最高峰のベルト《ワールド・オブ・スターダム選手権試
合》として王者・林下詩美に、挑戦者・刀羅ナツコが挑む注目の一戦！ セミフ
ァイナルには、今年のシンデレラ・トーナメントを優勝した上谷沙弥が中野た
むと《ワンダー・オブ・スターダム選手権試合》で激突！ さらに、世界も注目
するタッグチーム・ジュリア＆朱里組が、岩谷麻優＆コグマ組の挑戦を受ける
《ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合》もラインナップ。さらに、空位と
なっていた《フューチャー・オブ・スターダム王座》を巡って、白川未奈 vs ウナギ・サヤカが決定戦を行います。
またスターダムのシングル最強を決める過酷なリーグ戦 “真夏の最強女子決定戦”こと『5★STAR GP 2021』の日程が
決定！ 今年はなんと全国縦断 21 大会にて 7 月 31 日より開幕します。史上最高のメンバーにてお届けする『5★STAR
GP 2021』にもぜひご注目ください。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

【大会概要】

YOKOHAMA DREAM CINDERELLA 2021 in Summer
◆日程：2021 年 7 月 4 日（日）FC 有料会員先行入場 3:30PM／開場 3:45PM／開始 5:00PM
◆会場：神奈川・横浜武道館（神奈川県横浜市中区翁町 2-9-10）
◆会場アクセス：JR「関内駅」南口より徒歩約 5 分、横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」より徒歩約 5 分
◆チケット前売り料金（全て税込み）※当日各 1,000 円 UP ※各 FC 有料、無料会員

※正面：北側

・ＶＩＰ席（VIP 専用特典付）／30,000 円 ・アリーナ席（ランダムブロマイド特典付）／15,000 円
・アリーナスタンド席（ランダムブロマイド特典付）／10,000 円 ・３階スタンド席／5,000 円
・女性限定シート／5,000 円

・学生シート／3,000 円

※当日 25 歳以下の学生限定（入場時に生徒手帳、学生証の確認あり）

◆プレイガイド：7 月 1 日（木）23:59 まで［P コード：849-462］

・チケットぴあ ＜スターダム専用サイト＞

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C3060019

PRESS RELEASE
【全対戦カード】
◆第 6 試合：ワールド・オブ・スターダム選手権試合／30 分一本勝負
《王者》

林下詩美

VS

（Queen’s Quest）

刀羅ナツコ
（大江戸隊）

◆第 5 試合：ワンダー・オブ・スターダム選手権試合／30 分一本勝負
《王者》

中野たむ

※林下詩美は 6 度目の防衛戦

《挑戦者》

※中野たむは 2 度目の防衛戦

《挑戦者》

VS

（COSMIC ANGELS）

上谷沙弥
（Queen’s Quest）

◆第 4 試合：ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合／30 分一本勝負
《王者チーム》

《挑戦者チーム》

ジュリア

岩谷麻優
VS

朱里

コグマ

（Donna del Mondo）

（STARS）

◆第 3 試合：フューチャー・オブ・スターダム王座決定トーナメント優勝決定戦／15 分一本勝負

白川未奈

VS

（COSMIC ANGELS）

ウナギ・サヤカ
（COSMIC ANGELS）

◆第 2 試合：スペシャルタッグマッチ／15 分一本勝負

渡辺桃
AZM

スターライト・キッド
VS

（Queen’s Quest）

琉悪夏
（大江戸隊）

◆第 1 試合：ガントレット・タッグマッチ／各 15 分一本勝負 ※出場順は入場時に判明

舞華

羽南（STARS）

（Donna del Mondo）

（新人）

レディ・C

（大江戸隊）

VS

小波（大江戸隊）

鹿島沙希
VS

（大江戸隊）

吏南

妃南（Queen’s Quest）

フキゲンです★（大江戸隊）

PRESS RELEASE
【7・4 横浜武道館大会も全試合ノーカットで PPV 配信！】
★インバウンド版は英語実況付き！

「PIA LIVE STREAM」7 月 4 日（日）5:00 PM スタート！
◆販売期間：7 月 1 日（木）18:00～7 月 7 日（水）19:00 ※大会終了後アーカイブは 3 日間、期間中は見放題！
◆販売価格：￥4,400（税込み）
◆販売 URL：※後日告知予定（P コード：676-268）
◆実況解説陣＆購入 URL
★日本語版：実況/市川勝也 解説/大江愼 ゲスト/元井美貴 SP ゲスト解説/渡辺桃選手（メイン＆セミ予定）
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C3060019
★インバウンド版：実況/スチュワート・フルトン 解説/サニー・グチェレス
https://ticket.pia.jp/piasp/inbound/0704yokohama-engpls.jsp

【TV 番組『We are STARDOM!!』が配信拡大】

各配信サービスにて 7/6（火）より順次開始予定！

U-NEXT / Amazon Prime Video
ビデオマーケット

ほか

PRESS RELEASE
【Twitter：RT キャンペーン情報】

★７・4 横浜武道館大会ポスターが当たる！
◆スターダム公式 Twitter（ https://twitter.com/wwr_stardom ）にて RT キャンペーン開催中！

【グッズ情報】

★今年の『Bikiniing』は直筆サイン入りの Premium バージョンも販売！
『Bikiniing Premium 2021 ～Bikiniing10 STARDOM VISUAL BOOK～』
・A4 サイズ全 64 ページ＋表紙に選手直筆サイン ・STARDOM OFFICIAL WEB SHOP にて期間限定受注生産！
・受注期間

7 月 1 日(木)15:00～7 月 21 日(水)23:59 ・価格：12,000 円（税込み）

※表紙のサインは収録選手 14 名の中からお好きな選手を 1 名お選びいただけます。
※後日発売する通常版の Bikiniing10 はサイン会等にお持ちいただいてもサインを入れることはできません。
※商品のお届けは 8 月下旬ごろを予定しております。

『Bikiniing10

STARDOM VISUAL BOOK（通常版）
』

・A4 サイズ全 64 ページ ・7 月 4 日(日)横浜武道館大会にて発売！
・STARDOM OFFICIAL WEB SHOP では 7 月 23 日(金)12:30 発売！
※通常版の Bikiniing10 はサイン会等にお持ちいただいてもサインを入れることはできません
◆収録選手（共通）
岩谷麻優、スターライト・キッド(STARS 所属時)、渡辺桃、AZM、林下詩美、ジュリア、朱里、舞華、ひめか、なつぽい、中野たむ、
白川未奈、ウナギ・サヤカ、レディ・C

PRESS RELEASE
【真夏の最強女子決定戦『5★STAR GP 2021』全日程が決定！】
スターダムが誇るシングル最強を決めるリーグ戦！ 全国 21 大会開催！
日程

会場

7/31(土) 17:00

神奈川・横浜武道館《開幕戦 Day-1》

8/1(日) 14:00

神奈川・横浜武道館《開幕戦 Day-2》

8/7(土) 17:00

エディオンアリーナ大阪第２競技場《OSAKA Day-1》

8/8(日) 12:00

エディオンアリーナ大阪第 2 競技場《OSAKA Day-1》

8/9(月) 13:00

長野・キッセイ文化ホール（松本市）

8/13(金) 11:30

東京・後楽園ホール

8/14(土) 15:00

新潟・謙信公武道館

8/15(日) 14:00

長野県立武道館

8/21(土) 18:00

香川・高松市総合体育館 第二競技場

8/22(日) 16:00

愛媛・アイテムえひめ（松山市）

8/28(土) 13:00

愛知・名古屋国際会議場イベントホール

8/29(日) 14:00

東京・ベルサール汐留

9/4(土) 14:00

東京・ベルサール新宿グランド

9/5(日)

茨城・つくばカピオ

9/6(月) 18:30

東京・後楽園ホール

9/11(土)

東京・新宿住友ホール

9/12(日) 13:00

宮城・仙台 PIT

9/18(土) 12:30

エディオンアリーナ大阪第 2 競技場

9/20(月・祝) 11:30

東京・後楽園ホール

9/23(木・祝) 12:30

富山・ボルファートとやま 2F 多目的ホール（真珠の間）

9/25(土)

東京・大田区総合体育館《優勝決定戦》

◆真夏の祭典『5★STAR GP 2021』とは？
・スターダム最強を決めるシングルマッチのリーグ戦 2012 年より毎年開催されており、今年 10 回目の開催となる。
・レッドスターズ、ブルースターズ、各ブロックによる総当たりリーグ戦を行い、各ブロックの得点 1 位同士が優勝決
定戦を行う。なお、ブロック内で同点の場合は直接対決で勝敗を決する。
・公式リーグ戦は 20 分 1 本勝負、優勝決定戦は時間無制限とする。
・勝負は勝ち＝2 点、負け＝0 点、あらゆる引き分け＝1 点が加点される。
・シリーズ中は各日程とも公式戦のほか、タッグマッチなど公式戦以外のワンマッチも行われる。

【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】https://wwr-stardom.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
〒164-0011 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 6 階 株式会社ブシロードファイト
スターダム事務局

E-mail：teamsd@bushiroad.com（広報/今井）

【権利表記】 ⓒWorld Wonder Ring STARDOM

