PRESS RELEASE
2022 年 1 月 11 日（火）

報道関係各位
宇宙一煌めく「STARDOM」が愛知・ドルフィンズアリーナでビッグマッチ開催！

『NAGOYA SUPREME FIGHT 2022』４大タイトル戦決定！
“赤いベルト”挑戦権 3WAY 岩谷麻優 vs 中野たむ vs ジュリア激突!!
★年齢不詳の覆面レスラー、スターライト・キッドが成人式★

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、1 月 11 日（火）に「記者会見
＆調印式」を行い、1・29『hoyu professional presents 創立 11 周年記念 NAGOYA
SUPREME FIGHT 2022 ～名古屋どえりゃ～！スターダム～』愛知・ドルフィンズ
アリーナ（愛知県体育館）大会の全対戦カードを発表しました。
女子プロレスとして 27 年ぶりの開催となる愛知県体育館にて、宇宙一煌めくプロレ
スリング『STARDOM』が華やかでアツい試合を繰り広げます。STARDOM の至宝・
ワールド王座戦のほか、 “赤いベルト”ことワールド挑戦 3WAY バトルもラインナッ
プし、2022 年を占う上でも見逃せない試合が盛りだくさんとなっております。
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。

【大会情報】

hoyu professional presents 創立 11 周年記念

NAGOYA SUPREME FIGHT 2022
～名古屋どえりゃ～！スターダム～
◆日程：2022 年 1 月 29 日（土） FC 有料会員先行入場 3:30PM／開場 4:00PM／開始 5:00PM
◆会場：愛知・ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館） https://wwr-stardom.com/schedule/220129/
◆特別協賛：ホーユー株式会社
◆チケット前売り料金（税込）※FC 有料、無料会員 ※当日券は 1,000 円 UP ※正面：西側
・ＶＩＰ最前列席（特典付）／30,000 円完売

・アリーナＳ席／15,000 円 残り僅か

・アリーナＡ席／10,000 円 ・スタンド最前列席／10,000 円 完売 ・スタンドＡ席／ 7,000 円
・スタンドＢ席／5,000 円 ・女性限定シート(アリーナＡ)／5,000 円 残り僅か
・Ｕ２５シート(アリーナＡ) ／3,000 円 ※FC 有料、無料会員 完売

※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）

◆チケット絶賛発売中！ ＜プレイガイド＞1 月 26 日（水）23:59 まで［P コード：850-770］
◆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

【ホーユー株式会社】
名古屋市に本社を持つ、ヘアカラーを中心とする頭髪化粧品の専業メーカー。スローガン「COLOR YOUR HEART
～心に彩りを～」のもと、創業以来 100 年以上にわたり、世界中のお客様に新たな発見や喜びを生み出す商品
やサービスを提供しています。これからもヘアカラーを通じて、お客様の心からの豊かな美を追求していきます。

PRESS RELEASE
【1・29 愛知大会：対戦カード】
◆第 7 試合：ワールド・オブ・スターダム選手権試合／30 分 1 本勝負

朱里

《王者》

VS

（Donna del Mondo）※朱里は初防衛戦

MIRAI

《挑戦者》

（Donna del Mondo）

◆第 6 試合：“赤いベルト”挑戦権 3WAY バトル

岩谷麻優

中野たむ

VS

（STARS）

ジュリア

VS

（Donna del Mondo）

（COSMIC ANGELS）

※勝ち抜けで最初の勝者と 2 番目の勝者が、3・26＆27 両国大会でそれぞれ“赤いベルト”（ワールド・オブ・スターダム選手権試合）への挑戦権が与えられる。

◆第 5 試合：ワンダー・オブ・スターダム選手権試合／30 分 1 本勝負

上谷沙弥

《王者》

VS

（Queen’s Quest）

ウナギ・サヤカ

《挑戦者》

（COSMIC ANGELS）

◆第 4 試合：ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合／30 分 1 本勝負

葉月
コグマ

舞華
VS

《王者チーム》（STARS）

ひめか
（Donna del Mondo）
《挑戦者チーム》

◆第 3 試合：シングルマッチ“The Grudge”

林下詩美

VS

（Queen’s Quest）

渡辺桃
（大江戸隊）

◆第 2 試合：SWA 世界王座決定戦

白川未奈

VS

（COSMIC ANGELS）

テクラ
（Donna del Mondo）

◆第 1 試合：フューチャー・オブ・スターダム選手権試合／15 分 1 本勝負
《王者》

羽南

VS

（STARS） ※初防衛戦

レディ・C

《挑戦者》

（Queen’s Quest）

◆第 0-2 試合：6 人タッグマッチ

桜井まい
月山和香

鹿島沙希
VS

（COSMIC ANGELS）

スターライト・キッド
フキゲンです★

向後桃（－）

（大江戸隊）

◆第 0-1 試合：シングルマッチ

琉悪夏
（大江戸隊）

VS

吏南
（大江戸隊）

PRESS RELEASE
【Twitter キャンペーン情報】

“年齢不詳”のスターライト・キッド選手が㊗成人式！

晴れ着ブロマイドが当たる☆新春 RT キャンペーン！
【PROFILE】
“闇に踊るスカイ・タイガー”

スターライト・キッド（STARLIGHT KID）
生年月日／非公開 出身地／非公開

身長／150cm 体重／48kg

★第 21 代 現ハイスピードチャンピオン
➤STARDOM Official Twitter https://twitter.com/wwr_stardom

【舞台「アサルトリリィ Lost Memories」情報！】
物語のカギとなる「L」役で出演
なつぽい選手の舞台衣装を初公開！
◆公演名：舞台「アサルトリリィ Lost Memories」
◆開催日時：2022 年 1 月 20 日（木）～ 1 月 30 日（日）
◆場所：サンシャイン劇場（東京・池袋）
◆舞台情報：https://assaultlily-pj.com/stage/5/
©AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト

【STARDOM★2022 ビッグマッチスケジュール】
日程

会場

1 月 29 日（土）

愛知・ドルフィンズアリーナ
（愛知県体育館）

2 月 23 日（水・祝） 新潟・アオーレ長岡
3 月 26 日（土）

東京・両国国技館

3 月 27 日（日）

東京・両国国技館

大会名
hoyu professional presents 創立 11 周年記念
NAGOYA SUPREME FIGHT 2022
～名古屋どえりゃ～！スターダム～
STARDOM Cinderella Journey 2022 in NAGAOKA
LEC クリンぱっ！Presents
STARDOM WORLD CLIMAX 2022 ～The Best～
LEC クリンぱっ！Presents
STARDOM WORLD CLIMAX 2022 ～The Top～

【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】https://wwr-stardom.com/

