PRESS RELEASE
2021 年 9 月 29 日（水）

報道関係各位
10・9『10th Anniversary GRAND FINAL OSAKA DREAM CINDERELLA 2021
～大阪めっちゃスターダム～』対戦カード決定！

“赤いベルト”林下詩美

vs 彩羽匠、“白いベルト”中野たむ vs 岩谷麻優

めっちゃスターダムな 4 大タイトル＋権利証マッチ決定！
STARDOM の新番組が「FIGHTING TV サムライ」で 10/28 スタート！

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、10 月 9 日（土）、
大阪城ホールにて開催します『10th Anniversary GRAND
FINAL OSAKA DREAM CINDERELLA 2021 ～大阪めっち
ゃスターダム～』の全対戦カードを 9 月 28 日の記者会見に
て発表したことをお知らせ致します。
今大会では STARDOM の最高峰タイトル《ワールド・オブ・
スターダム選手権試合》林下詩美 vs 彩羽匠戦が行われるほか、
《ワンダー・オブ・スターダム選手権試合》中野たむ vs
岩谷麻優、《権利証マッチ》朱里 vs 小波など注目の対戦が目白押しとなっております。
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】
10th Anniversary GRAND FINAL

OSAKA DREAM CINDERELLA 2021

～大阪めっちゃスターダム～

◆日程：2021 年 10 月 9 日（土）
FC 有料会員先行入場 11:45AM／開場 12:00PM／開始 1:00PM
◆会場：大阪城ホール（大阪府大阪市中央区大阪城 3-1）
◆協賛：ドラゴンスター
◆チケット前売り料金（税込）※当日券は 1,000 円 UP ※正面：東側
・VIP 席（特典付）／50,000 円 ※FC 有料、無料会員 完売
・アリーナＢ席／10,000 円 ※FC 有料、無料会員

・アリーナＡ席／20,000 円 ※FC 有料、無料会員

・２階スタンド最前列席／15,000 円 ※FC 有料、無料会員 完売

・２階スタンドＡ席／9,000 円 ※FC 有料、無料会員

・２階スタンドＢ席／5,000 円 ※FC 有料、無料会員

・女性限定シート／3,000 円 ※FC 有料、無料会員 残り僅か
・U25 シート／2,500 円 ※FC 有料、無料会員 残り僅か ※当日 25 歳以下の方限定（入場時に身分証の確認がございます。）
◆プレイガイド ※10 月 7 日（木）23:59 まで

◆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

◆会見映像：https://youtu.be/_1SH7VKSSek
◆大会情報：https://wwr-stardom.com/schedule/211009/

PRESS RELEASE
【対戦カード】
◆第 8 試合：ワールド・オブ・スターダ選手権試合／30 分一本勝負
《王者》

林下詩美

VS

（Queen’s Quest）

彩羽匠

《挑戦者》

（マーベラス）

◆第 7 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

VS

（COSMIC ANGELS）

岩谷麻優

《挑戦者》

（STARS）

◆第 6 試合：ワールド・オブ・スターダム王座挑戦権利証マッチ＆SWA 世界選手権試合
《権利証保持者＆王者》

朱里

VS

（Donna del Mondo）

小波

《挑戦者》

（大江戸隊）

◆第 5 試合：リユニオン・オブ・ディスティニー《葉月復帰戦・運命の再会》

コグマ

VS

（STARS）

葉月
（-）

◆第 4 試合：DDM vs QQ／6 人タッグマッチ

舞華
ひめか

渡辺桃
VS

AZM

なつぽい

上谷沙弥

（Donna del Mondo）

（Queen's Quest）

◆第 3 試合： ハイスピード選手権試合
《王者》

スターライト・キッド

VS

（大江戸隊）

フキゲンです★《挑戦者》
（大江戸隊）

◆第 2 試合：COSMIC ANGELS vs マーベラス／タッグマッチ

白川未奈
桜井まい

門倉凛
VS

（COSMIC ANGELS）

Maria
（マーベラス）

◆第 1 試合：フューチャー・オブ・スターダム選手権試合
《王者》

ウナギ・サヤカ

VS

（COSMIC ANGELS）

琉悪夏

《挑戦者》

（大江戸隊）

◆第 0 試合：タッグマッチ

鹿島沙希

レディ・C（新人）

月山和香（―）

VS

吏南（大江戸隊）
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【新番組：放送情報】
格闘技プロレス専門チャンネル「FIGHTING TV サムライ」にて
10 月よりスターダムバラエティ番組スタート！

『煌めく☆まるごとスターダム』
■初回放送：10 月 28 日（木）22:00～23:00 ※以降、毎月最終週木曜 22 時放送
FIGHTING TV サムライ（スカパー！プレミアムサービス Ch.600）
再放送を含めた最新の放送スケジュールはサムライ TV ホームページをチェック！
https://www.samurai-tv.com/program/kirastar/
※FIGHTING TV サムライのほか、BS スカパー！（BS241）
並びにスポーツライブ＋（CS800）の 2 チャンネルでも随時放送！
※詳しい放送スケジュールは各チャンネルの公式サイトでご確認ください
■MC：レイザーラモン HG＆RG さん

【番組オンエア・配信情報】
レギュラー番組『We are STARDOM!!～世界が注目！女子プロレス～』
10 月より「静岡放送 SBS テレビ」でも放送スタート！
放送媒体

曜日

TIME

U-NEXT

毎週火曜

0:00

Amazon Prime Video

月末水曜まとめて配信

23:30

TVK テレビ神奈川

毎週水曜

23:00

サンテレビ

毎週水曜

25:00

KBS 京都

毎週金曜

22:30

HAB 北陸朝日放送

毎週月曜

25:20

HTB 北海道テレビ

毎週火曜

26:15

UX 新潟テレビ 21

10/14～ 毎週木曜

25:45

静岡放送 SBS テレビ

10/7～ 毎週木曜

25:55

【Twitter キャンペーン情報】

『5★STAR GP 2021』優勝記念！
朱里選手 RT キャンペーンスタート！！
https://twitter.com/wwr_stardom/status/1442776998401622024?s=20

【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

