PRESS RELEASE
2020 年 10 月 7 日（水）

報道関係各位

女子プロレス『スターダム』が贈る“秋の祭典”出場選手発表！

『第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦～』
10・10 大阪大会より全国 9 大会にてシリーズ開幕！
10・18 後楽園にて《ワールド王座戦》岩谷麻優 vs 彩羽匠決定！
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、10
月 7 日（水）
、都内にあるスターダム道場にて記者会見を行
い、10 月 10 日より開幕する『第 10 回 GODDESS OF
STARDOM～タッグリーグ戦 2020～』出場選手を発表したことをお知らせいたします。
また、
《ワールド・オブ・スターダム選手権試合》岩谷麻優 vs 彩羽匠ほか、10・18 後楽園ホール大会の全
対戦カードも決定しましたので併せてお知らせ致します。
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。

【発表内容①

大会情報＆出場タッグチーム発表】

第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦 2020～
◆GODDES OF STARDOM～タッグリーグ戦～：ゴッデス・オブ・スターダムとは？
毎年秋に行われるスターダム最強タッグを決める“闘う女神たち”の祭典『GODDES OF STARDOM』タッグリーグ戦、
今年は記念すべき 10 回目の開催となります。
◆試合形式：レッドゴッデス vs ブルーゴッデスの対抗リーグ戦。各ブロックの得点 1 位同士が優勝決定戦を行う。
公式リーグ戦は 20 分 1 本勝負、優勝決定戦は 30 分 1 本勝負とする。
【シリーズスケジュール】
10/10 （土）

大阪・エディオンアリーナ大阪第 2 競技場《開幕戦》

13：00

10/11 （日）

東京・新木場 1st RING

12：30

10/17 （土）

石川・金沢流通会館

14：00

10/18 （日）

東京・後楽園ホール

11：30

10/25 （日）

群馬・YAMADA グリーンドーム前橋

13：00

10/29 （土）

東京・後楽園ホール

18：30

11/3 （火・祝）

東京・新木場 1st RING

12：30

11/7 （土）

東京・新木場 1st RING

12：30

11/8 （日）

大阪・エディオンアリーナ大阪第 2 競技場《優勝決定戦》

13：00

◆全大会チケット販売中！
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

PRESS RELEASE
第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦 2020～
★10 組 20 名がエントリー！出場タッグチーム
《レッドゴッデス》
◆STARS 師弟タッグ【MK☆Sisters】
岩谷麻優＆スターライト・キッド
（STARS）

◆STARS 新星チーム【wing★gori】
飯田沙耶＆羽南（STARS）

◆未来のスターダム【AphroditE】
林下詩美＆上谷沙弥（Queen's Quest）

◆狂気に咲く華【Crazy Bloom】
ジュリア＆舞華（Donna Del Mondo）

◆大江戸隊最凶タッグ【Devil Duo】
刀羅ナツコ＆鹿島沙希（大江戸隊）

《ブルーゴッデス》
◆宇宙に揺れるキューティ・ペア
【DREAM☆H】
中野たむ＆白川未奈（STARS）

◆クイーンズ・クエスト姉妹ペア
【MOMOAZ】
渡辺桃＆AZM（Queen's Quest）

◆世界に弾ける実力派【Grab the top】
朱里＆ひめか（Donna Del Mondo）

◆黒に染まった日英コンビ【Black Widows】
ビー・プレストリー＆小波（大江戸隊）

◆ニコニコアイドルタッグ【Color Me Pop】
ゴキゲンです☆（STARS）＆里歩（AEW）

PRESS RELEASE
【発表内容② 10・18 後楽園ホール大会：決定対戦カード】

第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦 2020～
◆日程：2020 年 10 月 18 日（日）FC 有料会員先行入場 10:30AM／開場 10:45AM／開始 11:30AM
◆会場：東京・後楽園ホール
◆チケット前売り料金：

※当日券は 1,000 円 UP

ＶＩＰ席／20,000 円（特典付）※FC 有料会員限定
指定席Ａ／ 8,000 円 ※FC 有料、無料会員

指定席Ｂ／ 5,000 円 ※FC 有料、無料会員

★チケット発売中→ チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C3060019

◆第 6 試合：ワールド・オブ・スターダム選手権試合／30 分一本勝負
＜王者＞

岩谷麻優

（STARS）

＜挑戦者＞
VS

彩羽匠（マーベラス）

※岩谷麻優は 5 度目の防衛戦

◆第 5 試合：GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ公式リーグ戦／20 分一本勝負
《レッドゴッデス》

《ブルーゴッデス》

林下詩美

渡辺桃
VS

上谷沙弥

AZM

（Queen’s Quest）

（Queen’s Quest）

◆第 4 試合：DDM vs 大江戸隊 8 人タッグマッチ／20 分一本勝負

ジュリア

ビー・プレストリー

朱里
舞華

小波
VS

なつぽい

刀羅ナツコ
鹿島沙希

（Queen’s Quest）

（大江戸隊）

◆第 3 試合：シングルマッチ／15 分一本勝負

ひめか

VS

（Donna Del Mondo）

白川未奈
（STARS）

◆第 2 試合：シングルマッチ／15 分一本勝負

中野たむ

VS

（STARS）

飯田沙耶
（STARS）

◆第 1 試合：6 人タッグマッチ／15 分一本勝負

里歩

ゴキゲンです☆（STARS）

（AEW）

スターライト・キッド

（STARS）

羽南

（STARS）

VS

吏南（STARS）
妃南（Queen's Quest）

PRESS RELEASE
【発表内容③

10・10 大阪大会

会場物販情報】

10 月 10 日（土）
、
『第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦・開幕戦～』エディオンアリー
ナ大阪（大阪府立体育会館）第 2 競技場大会の会場物販情報をお届け！

今回も選手の直筆サイン入りチ

ェキ（水着バージョンあり）
、サイン入りポートレートなど、注目商品いっぱいのラインナップです。

【大会情報】

『第 10 回 GODDESS OF STARDOM～タッグリーグ戦・開幕戦～』
日程：2020 年 10 月 10 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・エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第 2 競技場
★当日券発売予定！

【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

