リクエスト参考用試合リスト

※リストにはありませんが11月、12月の大会も投票対象となります。

テレビ朝日系列地上波「ワールドプロレスリング」、BS朝日「ワールドプロレスリングリターンズ」で放送された試合（10月G1終了時点まで）
※は「FIGHTING TV サムライ」で放送されたものです。

日付

会場非公開

カード

2021年1月4日

東京ドーム

▽KOPW 2021進出権争奪ニュージャパンランボー

2021年1月4日

東京ドーム

▽BEST OF THE SUPER Jr.27 優勝者 vs SUPER J-CUP 2020 優勝者
スペシャルシングルマッチ
高橋ヒロム vs エル・ファンタズモ

2021年1月4日

東京ドーム

2021年1月4日

東京ドーム

2021年1月4日

東京ドーム

2021年1月4日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月5日

東京ドーム

2021年1月23日

大田区総合体育館

2021年1月25日

後楽園ホール

2021年1月30日

愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ)

2021年1月30日

愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ)

2021年1月30日

愛知県体育館(ドルフィンズアリーナ)

2021年2月10日

広島サンプラザホール

2021年2月10日

広島サンプラザホール

2021年2月11日

広島サンプラザホール

2021年2月11日

広島サンプラザホール

2021年2月25日

後楽園ホール

2021年2月27日

大阪城ホール

2021年2月27日

大阪城ホール

2021年2月28日

大阪城ホール

2021年2月28日

大阪城ホール

2021年2月28日

大阪城ホール

2021年2月28日

大阪城ホール

2021年3月4日

日本武道館

▽IWGPタッグ選手権
タイチ、ザック・セイバーＪｒ． vs タマ・トンガ、タンガ・ロア
▽スペシャルシングルマッチ
棚橋弘至 vs グレート-O-カーン
▽スペシャルシングルマッチ
オカダ・カズチカ vs ウィル・オスプレイ
▽IWGPヘビー級・IWGPインターコンチネンタルダブル選手権
内藤哲也 vs 飯伏幸太
▽KOPW 2021 決定戦４WAYマッチ
矢野 通 vs BUSHI vs バッドラック・ファレ vs チェーズ・オーエンズ
▽IWGPジュニアタッグ選手権
エル・デスペラード、金丸義信 vs 田口隆祐、マスター・ワト
▽NEVER無差別級選手権
鷹木信悟 vs ジェフ・コブ
▽スペシャルシングルマッチ
SANADA vs EVIL
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
石森太二 vs 高橋ヒロム
▽IWGPヘビー級・IWGPインターコンチネンタルダブル選手権
飯伏幸太 vs ジェイ・ホワイト
▽IWGPジュニアタッグ選手権
エル・デスペラード、金丸義信 vs 石森太二、エル・ファンタズモ
▽飯伏幸太、棚橋弘至、SHO
vs SANADA、鷹木信悟、高橋ヒロム
▽ノーDQマッチ
小島 聡 vs ウィル・オスプレイ
▽敗者モンゴリアンチョップ封印マッチ
天山広吉 vs グレート-O-カーン
▽NEVER無差別級選手権
鷹木信悟 vs 棚橋弘至
▽IWGPタッグ選手権
タマ・トンガ、タンガ・ロア vs タイチ、ザック・セイバーJr.
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
高橋ヒロム vs SHO
▽NEVER無差別級6人タッグ選手権
石井智宏、後藤洋央紀、YOSHI-HASHI
vs ジェイ・ホワイト、タマ・トンガ、タンガ・ロア
▽IWGPヘビー級・IWGPインターコンチネンタルダブル選手権
飯伏幸太 vs SANADA
▽IWGPジュニアタッグ選手権
エル・ファンタズモ、石森太二 vs エル・デスペラード、金丸義信
▽スペシャルシングルマッチ
石井智宏 vs ジェイ・ホワイト
▽スペシャルシングルマッチ
オカダ・カズチカ vs EVIL
▽NEVER無差別級選手権
棚橋弘至 vs グレート-O-カーン
▽IWGPタッグ選手権
タマ・トンガ、タンガ・ロア vs 後藤洋央紀、YOSHI-HASHI
▽第89代IWGPジュニアヘビー級王座決定戦３WAYマッチ
BUSHI vs エル・デスペラード vs エル・ファンタズモ
▽IWGPインターコンチネンタル選手権
飯伏幸太 vs 内藤哲也
▽NEW JAPAN CUP 2021 1回戦
内藤哲也 vs グレート-O-カーン

▽IWGPヘビー級・IWGPインターコンチネンタルダブル選手権
飯伏幸太 vs エル・デスペラード
▽NEW JAPAN CUP 2021 1回戦
オカダ・カズチカ vs 鷹木信悟
▽NEW JAPAN CUP 2021 2回戦
ザック・セイバーＪｒ． vs ウィル・オスプレイ
▽NEW JAPAN CUP 2021 2回戦
棚橋弘至 vs ジェイ・ホワイト
▽NEW JAPAN CUP 2021 準決勝
デビッド・フィンレー vs ウィル・オスプレイ
▽NEW JAPAN CUP 2021 準決勝
鷹木信悟 vs EVIL
▽NEW JAPAN CUP 2021 決勝戦
鷹木信悟 vs ウィル・オスプレイ
▽棚橋弘至、小島 聡
vs ジェイ・ホワイト、バッドラック・ファレ
▽内藤哲也、SANADA、鷹木信悟
vs グレート-O-カーン、ジェフ・コブ、アーロン・ヘナーレ
▽IWGPジュニアタッグ選手権
エル・デスペラード、金丸義信 vs SHO、YOH
▽IWGP世界ヘビー級選手権
飯伏幸太 vs ウィル・オスプレイ
▽NEVER無差別級6人タッグ選手権
後藤洋央紀、石井智宏、YOSHI-HASHI vs KENTA、高橋裕二郎、石森太二
▽スペシャルシングルマッチ
SANADA vs アーロン・ヘナーレ
▽スペシャルシングルマッチ
内藤哲也 vs グレート-O-カーン
▽KOPW 2021 争奪戦
矢野 通 vs EVIL
▽IWGPジュニアタッグ選手権
SHO、YOH vs エル・デスペラード、金丸義信
▽スペシャルタッグマッチ
鷹木信悟、内藤哲也 vs ウィル・オスプレイ、グレート-O-カーン
▽スペシャルタッグマッチ
飯伏幸太、棚橋弘至 vs ジェフ・コブ、アーロン・ヘナーレ
▽IWGPタッグ王座挑戦権争奪戦
ザック・セイバーJr. vs タンガ・ロア
▽アイアンフィンガーフロムヘル争奪ラダーマッチ
タイチ vs タマ・トンガ
▽NEVER無差別級選手権
棚橋弘至 vs ジェイ・ホワイト
▽IWGP世界ヘビー級選手権
ウィル・オスプレイ vs 鷹木信悟
▽後藤洋央紀、石井智宏
vs 内藤哲也、SANADA
▽飯伏幸太、本間朋晃
vs ジェフ・コブ、グレート-O-カーン
▽棚橋弘至、田口隆祐
vs 鷹木信悟、BUSHI
▽IWGPタッグ選手権
タイチ、ザック・セイバーJr. vs タマ・トンガ、タンガ・ロア
▽NEVER無差別級6人タッグ選手権
後藤洋央紀、石井智宏、YOSHI-HASHI vs 内藤哲也、SANADA、BUSHI
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
エル・デスペラード vs YOH
▽スペシャルシングルマッチ
飯伏幸太 vs ジェフ・コブ
▽第3代IWGP世界ヘビー級王座決定戦
オカダ・カズチカ vs 鷹木信悟

2021年3月4日

日本武道館

2021年3月6日

大田区総合体育館

2021年3月14日

兵庫・ベイコム総合体育館

2021年3月15日

後楽園ホール ※

2021年3月20日

宮城・ゼビオアリーナ仙台

2021年3月20日

宮城・ゼビオアリーナ仙台

2021年3月21日

宮城・ゼビオアリーナ仙台

2021年4月4日

両国国技館

2021年4月4日

両国国技館

2021年4月4日

両国国技館

2021年4月4日

両国国技館

2021年4月20日

後楽園ホール

2021年4月26日

広島サンプラザホール

2021年4月26日

広島サンプラザホール

2021年4月28日

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

2021年4月28日

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

2021年4月29日

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

2021年4月29日

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

2021年5月3日

福岡国際センター

2021年5月3日

福岡国際センター

2021年5月3日

福岡国際センター

2021年5月4日

福岡国際センター

2021年5月22日

愛知・名古屋国際会議場・イベントホール

2021年5月22日

愛知・名古屋国際会議場・イベントホール

2021年5月22日

愛知・名古屋国際会議場・イベントホール

2021年6月1日

後楽園ホール

2021年6月2日

後楽園ホール

2021年6月7日

大阪城ホール

2021年6月7日

大阪城ホール

2021年6月7日

大阪城ホール

2021年6月14日

後楽園ホール

▽上村優也 vs 鈴木みのる

2021年6月14日

後楽園ホール

▽棚橋弘至 vs 辻 陽太

2021年6月22日

後楽園ホール

▽NEVER無差別級6人タッグ選手権
後藤洋央紀、石井智宏、YOSHI-HASHI vs EVIL、高橋裕二郎、ディック東郷

▽IWGPジュニアタッグ選手権
SHO、YOH vs 石森太二、エル・ファンタズモ
▽スペシャルシングルマッチ
石井智宏 vs 永田裕志

2021年6月23日

後楽園ホール

2021年7月1日

後楽園ホール

2021年7月2日

後楽園ホール

▽鷹木信悟 vs 上村優也

2021年7月2日

後楽園ホール

▽飯伏幸太 vs 辻 陽太

2021年7月2日

後楽園ホール

2021年7月10日

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2021年7月10日

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2021年7月11日

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2021年7月22日
2021年7月22日

大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大
阪）
大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大
阪）

2021年7月24日

愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ）

2021年7月24日

愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ）

2021年7月25日

東京ドーム

2021年7月25日
2021年7月25日
2021年7月25日
2021年7月25日
2021年7月25日
2021年8月1日
2021年8月1日
2021年8月14日
2021年8月16日
2021年8月17日
2021年8月24日
2021年8月27日
2021年9月4日
2021年9月4日
2021年9月4日
2021年9月4日
2021年9月5日
2021年9月5日
2021年9月5日
2021年9月5日

▽NEVER無差別級6人タッグ選手権
後藤洋央紀、石井智宏、YOSHI-HASHI vs 天山広吉、小島 聡、永田裕志
▽棚橋弘至、田口隆祐、ロッキー・ロメロ
vs KENTA、高橋裕二郎、エル・ファンタズモ
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
エル・デスペラード vs 石森太二
▽IWGPタッグ選手権
タイチ、ザック・セイバーJr. vs 内藤哲也、SANADA
▽スペシャルシングルマッチ
SANADA vs ザック・セイバーJr.
▽スペシャルシングルマッチ
内藤哲也 vs タイチ
▽スペシャルシングルマッチ
石井智宏 vs EVIL
▽スペシャルシングルマッチ
棚橋弘至 vs KENTA
▽KOPW 2021 争奪ニュージャパンランボー With 手錠

▽IWGPジュニアタッグ選手権
田口隆祐、ロッキー・ロメロ vs 石森太二、エル・ファンタズモ
▽スペシャルシングルマッチ
東京ドーム
オカダ・カズチカ vs ジェフ・コブ
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
東京ドーム
エル・デスペラード vs ロビー・イーグルス
▽IWGPタッグ選手権
東京ドーム
内藤哲也、SANADA vs タイチ、ザック・セイバーJr.
▽IWGP世界ヘビー級選手権
東京ドーム
鷹木信悟 vs 棚橋弘至
▽上村優也壮行試合
後楽園ホール
オカダ・カズチカ vs 上村優也
▽辻 陽太壮行試合
後楽園ホール
内藤哲也 vs 辻 陽太
アメリカ・The Torch at LA Coliseum（カ ▽IWGP USヘビー級選手権
リフォルニア州・ロサンゼルス）
ランス・アーチャー vs 棚橋弘至
▽SUPER Jr. TAG LEAGUE 2021 公式戦
後楽園ホール
SHO、YOH vs エル・デスペラード、金丸義信
▽SUPER Jr. TAG LEAGUE 2021 最終公式戦
後楽園ホール
エル・デスペラード、金丸義信 vs 石森太二、エル・ファンタズモ
▽大岩陵平・藤田晃生デビュー戦
後楽園ホール ※
大岩陵平 vs 藤田晃生
▽高橋ヒロム復帰戦
後楽園ホール
高橋ヒロム vs DOUKI
▽スペシャルシングルマッチ
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
YOH vs SHO
▽KOPW 2021 争奪戦 NO-DQ I QUIT MATCH
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
チェーズ・オーエンズ vs 矢野 通
▽スペシャルシングルマッチ
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
オカダ・カズチカ vs ジェフ・コブ
▽IWGP USヘビー級選手権
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
棚橋弘至 vs 飯伏幸太
▽IWGPジュニアタッグ選手権
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
石森太二、エル・ファンタズモ vs エル・デスペラード、金丸義信
▽IWGPジュニアヘビー級選手権
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
ロビー・イーグルス vs 高橋ヒロム
▽IWGPタッグ選手権３WAYマッチ
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
タイチ、ザック・セイバーJr.
vs 後藤洋央紀、YOSHI-HASHI vs 内藤哲也、SANADA
▽IWGP世界ヘビー級選手権
埼玉・メットライフドーム（西武ドーム）
鷹木信悟 vs EVIL
東京ドーム

