PRESS RELEASE
2021 年 6 月 9 日（水）

報道関係各位
6・12『シンフォギア XD presents TOKYO DREAM CINDERELLA 2021 Special Edition』PPV 決定！

スターダムの至宝《ワールド王座戦》林下詩美に朱里が挑む！
遂に「シンデレラ・トーナメント」が優勝決定戦へ！
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、6 月
12 日（土）東京・大田区総合体育館にて開催致します『シンフォギア XD
presents TOKYO DREAM CINDERELLA 2021 Special Edition』の全対戦
カード発表とともに、全試合ノーカット PPV 配信が決定しましたことをお知
らせ致します。
初夏のビッグマッチとなる今大会では、スターダムの至宝《ワールド・オブ・
スターダム王座》を持つ“赤いベルトの女王”林下詩美に、“モノが違う女”朱
里が挑戦するタイトル戦がメインに決定。さらに、4・10 後楽園大会で開幕
した「シンデレラ・トーナメント」の準決勝・決勝戦が行われ、遂に今年の
優勝者が決定します。また、STARS vs 大江戸隊全面戦争など、ユニット間
による抗争も激化し目が離せない展開となっております。
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】

シンフォギア XD presents

TOKYO DREAM CINDERELLA 2021 Special Edition
◆日程：2021 年 6 月 12 日（土）FC 有料会員先行入場 14:45／開場 15:00／開始 16:00
◆会場：東京・大田区総合体育館（東京都大田区東蒲田 1-11-1）
◆会場アクセス：JR「蒲田駅」東口より徒歩約 15 分、京浜急行「蒲田駅」東口より徒歩約 7 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

・シンフォギア XD シート（特典付）／5,000 円 ・柵内ＶＩＰ席／30,000 円
・アリーナＳ席／16,000 円 ・アリーナＡ席／10,000 円 ・１階スタンドＡ席／10,000 円
・２階スタンドＢ席／6,000 円 ・２階スタンドＣ席／4,000 円 ・女性限定シート／5,000 円
・HIKKA シート／3,000 円 ※当日 16 歳～25 歳の方限定（入場時に身分証の確認がございます。
【シンデレラ・トーナメント：ルール】
・1 回戦は 10 分 1 本勝負、2 回戦～準決勝は 15 分 1 本勝負、決勝は時間無制限 1 本勝負とする。
・勝敗は通常のプロレス・ルールに加えてオーバー・ザ・トップロープを採用。あらゆる引き分けの場合は両者失格と
する。
・優勝者にはシンデレラ・ドレスが進呈されます。
◆プレイガイド：6 月 10 日（木）23:59 まで［P コード：849-356］

・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
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【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

林下詩美

VS

（Queen’s Quest）

朱里
（Donna del Mondo）

◆第 5 試合：シンデレラ・トーナメント決勝

舞華 vs

上谷沙弥 vs
VS

ウナギ・サヤカの勝者

ひめかの勝者

◆第 4 試合：STARS vs 大江戸隊全面戦争

岩谷麻優

刀羅ナツコ

スターライト・キッド

小波

羽南

VS

コグマ

フキゲンです★
琉悪夏

X

X

（STARS）

（大江戸隊）

◆第 3 試合：スペシャル 3WAY タッグ・バトル

ジュリア
なつぽい
（Donna del Mondo）

中野たむ

渡辺桃
VS

AZM

VS

（Queen's Quest）

白川未奈
（COSMIC ANGELS）

◆第 2 試合：シンデレラ・トーナメント準決勝 第 2 試合

上谷沙弥

VS

（Queen’s Quest）

ひめか
（Donna del Mondo）

◆第 1 試合：シンデレラ・トーナメント準決勝 第 1 試合

ウナギ・サヤカ
（COSMIC ANGELS）

VS

舞華
（Donna del Mondo）

◆第 0 試合：3WAY バトル

吏南（大江戸隊）vs 妃南（Queen's Quest）vs レディ・C（新人）

PRESS RELEASE
【放送情報】

★全試合ノーカット「PIA LIVE STREAM」にて PPV 生配信！
◆ライブ配信：6 月 12 日（土）16:00 配信開始

※6 月 15 日（火）23:59 までアーカイブ視聴可能

◆視聴券：4,400 円（税込）
◆販売期間：6 月 9 日（水）10:00～6 月 15 日（火）19:00
◆実況・解説：村田晴郎さん・大江慎さん
◆スペシャルゲスト解説：エイトブリッジ・別府ともひこさん

★YouTube LIVE では【第 1 試合】のみ無料生配信！

★海外視聴 OK＆英語実況アリ

◆国内からの購入➡ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2172161
◆海外からの購入➡ https://w.pia.jp/a/stardom21sp-engpls/

【Twitter：RT キャンペーン情報】

★6・12『シンフォギア XD presents TOKYO
DREAM CINDERELLA 2021 Special Edition』
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！

【世界が注目！女子プロレス #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）
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