PRESS RELEASE
2021 年 2 月 18 日（木）

報道関係各位
『レック Presents スターダム 10 周年記念～ひな祭り ALLSTAR DREAM CINDERELLA～』

3・3 スターダム日本武道館大会の全対戦カード決定！
《敗者髪切り》ジュリア

vs 中野たむ戦はタイトルマッチに

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、女子プロレスブランド『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、女子プロレス「スターダム」によるビッ
グマッチ、2021 年 3 月 3 日（水）開催『レック Presents スター
ダム 10 周年記念～ひな祭り ALLSTAR DREAM CINDERELLA～』
日本武道館大会の全対戦カードが決定致しました。また今大会の特
別協賛は「レック株式会社」様となることも併せて発表致します。
さらに大会プロモーションとしまして、2 月 28 日まで山手線内の
33 駅に大型ポスターを掲出していることをお知らせいたします（鉄
道会社・駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい）
。
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】

レック Presents スターダム 10 周年記念

ひな祭り ALLSTAR DREAM CINDERELLA
◆日程：2021 年 3 月 3 日（水）FC 有料会員先行入場 4:15PM／開場 4:30PM／開始 6:00PM
◆会場：東京・日本武道館（東京都千代田区北の丸公園 2-3）
◆チケット前売り料金（全て税込み）※当日各 1,000 円 UP ※正面：南側
・VIP 席（最前列）

100,000 円（特典付）※完売

・１階スタンド席 10,000 円
・ひな祭り女性限定シート

※残りわずか ／

／ ・アリーナ席 25,000 円
・２階スタンド席

5,000 円

5,000 円（１階スタンド席）※完売

◆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

[P コード：847-534］ ※ぴあカウンター、セブンイレブン各店、ファミリーマート各店
◆特別協賛：レック株式会社
◆協賛：U-REALM、SOUL Sports、ぴあ株式会社、FIGHTING TV サムライ、ONODACLINIC、株式会
社エムアイカード、株式会社ブシロード

PRESS RELEASE
【3・3 日本武道館大会：決定対戦カード】
★STARDOM BUDOKAN Gold Fight★
◆第 6 試合：ワンダー・オブ・スターダム選手権試合＆敗者髪切りマッチ／時間無制限 1 本勝負
＜王者＞

ジュリア

（Donna Del Mondo）

＜挑戦者＞

VS

中野たむ（COSMIC ANGELS）

※ジュリアは 7 度目の防衛戦

◆第 5 試合：ワールド・オブ・スターダム選手権試合／30 分 1 本勝負
＜挑戦者＞

＜王者＞

林下詩美

（Queen’s Quest）

VS

上谷沙弥（Queen’s Quest）

※林下詩美は 3 度目の防衛戦

◆第 4 試合：10 周年記念試合②／30 分 1 本勝負

岩谷麻優

（STARS）

VS

世志琥（SEAdLINNNG）

◆第 3 試合：SWA 世界選手権試合／30 分 1 本勝負
＜王者＞

朱里

（Donna del Mondo）

＜挑戦者＞

VS

小波（大江戸隊）

※朱里は 4 度目の防衛戦

◆第 2 試合：10 周年記念試合①／30 分 1 本勝負

渡辺桃

（Queen’s Quest）

VS

高橋奈七永（SEAdLINNNG）

◆第 1 試合：スターダム・オールスター・ランブル／時間無制限
“女子プロレスの現在・過去・未来”

ビー・プレストリー、白川未奈、ウナギ・サヤカ、スターライト・キッド、飯田沙耶、ゴキゲンです☆、
レディ・C、長与千種、井上京子、下田美馬、松本浩代、さくらえみ、門倉凛、星月芽衣、愛川ゆず季、
美闘陽子、脇澤美穂、美邑弘海、まなせゆうな、はるか悠梨、コグマ、中西百重
★STARDOM BUDOKAN Prologue Fight★
◆プロローグファイト第 2 試合：ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合／30 分 1 本勝負
＜王者チーム＞

＜挑戦者チーム＞

舞華

刀羅ナツコ（大江戸隊）

（Donna del Mondo）

ひめか

VS

（Donna del Mondo）

鹿島沙希（大江戸隊）

※舞華＆ひめかは初防衛戦

◆プロローグファイト第 1 試合：ハイスピード選手権試合／30 分 1 本勝負
＜王者＞

AZM

（Queen’s Quest）

※AZM は 5 度目の防衛戦

＜挑戦者＞

VS

なつぽい（Donna del Mondo）

PRESS RELEASE
【3・3 日本武道館大会：放送情報】

★PIA LIVE STREAM にて PPV 生配信！
◆実況：村田晴郎

／ ◆解説：ミラノコレクション A.T.さん、大江慎

◆スペシャルゲスト解説：北斗晶さん、風香さん、相羽あいなさん、富田麻帆さん

★FIGHTING TV サムライでも同時刻生中継決定！
★YouTube LIVE では【プロローグファイト】のみ無料生配信！

【3・3 日本武道館大会：VIP＆女性限定シート特典】
★VIP 席《特典》

『10 周年記念特別フォトブック』
★ひな祭り女性限定シート《特典》

『U-REALM トリートメント無料チケット＆ミニヘア
ケア 2 本セット』
女性限定シートの皆さまだけに、大人気ヘアサロン『U-REALM（ユーレルム）
』
からのスペシャルオファー♪

【山手線内 33 駅をジャック！】

東京・山手線内 33 駅にスターダムの巨大看板出現中！
◆期間：2 月 1 日（月）より 28 日（日）まで
◆掲出駅：東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、
目黒、恵比寿、代々木、渋谷、原宿、新宿、新大久保、高田馬場、目
白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、
御徒町、秋葉原、神田、水道橋、飯田橋、市ヶ谷、四ッ谷
※鉄道会社・駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい

PRESS RELEASE
【スターダム最新グッズ情報】

『トレーディングアクリル フォトキーホルダーA・B・C』
◆価格:1,000 円（税込み）※ブラインド商品です

【Twitter：RT キャンペーン情報】

『3・3 スターダム日本武道館大会 第 2 弾ポスターが当たる！』
◆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】
Official Web Site 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

