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安次嶺正美プロフィール 
 

 

琉球舞踊家／俳優（ウチナー芝居・現代演劇） 

玉城宇根本流敏風利美の会 

 

 

 
1980 年 11 月 10 日、沖縄県那覇市生まれ。玉城流敏風利美の会。幼少の頃より琉球舞踊、三線、太

鼓、琴、胡弓、空手を学ぶ。琉球舞踊公演、沖縄芝居、琉球史劇への出演の他、ＮＨＫ『うちなーで

あそぼ』ではウチナーグチでの声優も務めている。 

 

1996 年 琉球民謡協会 琉球民謡コンクール三線優秀賞 

1996 年 琉球新報社 琉球古典芸能コンクール三線新人賞 

1999 年 琉球新報社 琉球古典芸能コンクール舞踊 

1999 年 琉球新報社 琉球古典芸能コンクール琴 

2001 年 沖縄タイムス社 沖縄タイムス芸術選賞胡弓最高賞 

2002 年 琉球新報社 琉球古典芸能コンクール太鼓最高賞 

 

2002 年 野村流古典音楽保存会 胡弓教師 免許取得 

2002 年 琉球箏曲興陽会 琴教師 免許取得 

2019 年 玉城流敏風利美の会 舞踊師範 免許取得 

 

 

 

これまでの主な活動は以下の通り。 

 

舞台 

１９９０年 ４月 安次嶺利美琉舞研究所 安次嶺利美琉舞研究所第１回発表会       出演 

 

１９９５年 ５月 由絃会 上江洲由孝第５回記念公演                  出演 

 

１９９７年１１月 玉城流敏風会 玉城流敏風会創立30周年記念公演            出演 

 

１９９８年１０月 県民劇場                    『走れトートーメー』出演 

 

２０００年１０月 ウチナー芝居「演」                『続・モーイ親方』出演 

     １１月 劇団塚山公園                    『ないちゃーず』出演 

     １２月 仲西光雄民謡研究会 仲西光雄芸歴35周年記念公演           出演 

 

２００２年 ２月 あしびなー水曜劇場               『走れトートーメー』出演 

      ７月 第129回県民劇場                     『渡地物語』出演 

      ８月 ウチナー芝居「演」 石垣公演       『ランタナの花の咲く頃に』出演 

     １２月 ウチナー芝居「演」            『ランタナの花の咲く頃に』出演 

 

２００３年 １月 あしびなー水曜劇場                   『渡地物語』出演 

      ６月 由絃会 ゆいゆいシスターズ結成 10 周年記念公演             出演 
     １０月 ウチナー芝居「演」                 『今帰仁祈女殿内』出演 
 
２００４年 ９月 ウチナー芝居「演」              『 新・かりゆし狂想曲』出演 
     １０月 NHK 沖縄放送局 歌と踊りのつどい              『中城情話』出演 
     １２月 劇団塚山公園                  『ボランティアルール』出演 
 
２００５年 ５月 上江洲由孝民謡歌劇研究会 上江洲由孝芸歴 45 周年記念公演       出演 
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      ９月 琉球民謡音楽協会 第５回琉球民謡音楽協会芸能祭           出演 
     １０月 玉城流敏風会 宮里敏子琉舞研究所創立 40 周年公演           出演 
     １１月 沖縄市民劇場 第８回沖縄市戯曲大賞作品     『沖縄村立いやし隊』出演 
 
２００６年 ２月 伊禮悦子公演台詞劇                  『うつくしみ』出演 
      ５月 江洲彦一民謡研究所 上江洲彦一第３回発表会             出演 
      ９月 琉球民謡音楽協会 琉球民謡音楽協会芸能祭              出演 
     １０月 栃木県福祉会 栃木県茂木町福祉チャリティー公演           出演 
     １１月 沖縄市民劇場 第９回沖縄市戯曲大賞作品 『ぼくらはみんな生きている』出演 
 
２００７年 ３月 第 151 回県民劇場                『走れトートーメー』出演 
      ９月 野村流音楽協会 野村流音楽協会那覇支部創立 40 周年記念公演      出演 
 
     １０月 由絃会 由絃会結成 20 周年記念公演                  出演 
     １１月 沖縄市民劇場 第９回沖縄市戯曲大賞作品 

『わたしはなぜアンネフランクを告発したのか』出演 
 
２００８年 ３月 Theater TEN Company 週一リーディング    『日本の戯曲を読む』出演 
 

２００９年 ９月 松玉枝公演                             出演 

 

２０１０年１０月 玉城流敏風会 宮里敏子芸道60周年記念公演              出演 

 

２０１１年 １月 ウチナー芝居「演」                    『報い川』出演 

      ６月 玉城本流敏風利美の会 玉城流敏風利美の会発表会           出演 

      ６月 ミュージカル                『ニイナとオジーの戦世』出演 

     １０月 沖縄現代演劇協会                 史劇『尚徳と金丸』出演 

 

２０１２年 ６月 那覇市主催 本土復帰４０周年記念事業 音楽劇『ニイナとオジィの戦世』出演 
     １１月 宮城武碩古典民謡研究所 宮城武碩古典民謡研究所開設 20 周年記念公演  出演 
 
２０１３年 ４月 NHK 沖縄放送局 沖縄の歌と踊りのつどい           『花風』出演 
      ６月 由絃会 由絃会師範教師会第３回研究発表会              出演 
     １１月 金城清徳・美智代民謡地謡研究会 開設 10 周年記念公演         出演 
 
２０１４年 ６月 仲宗根盛次民謡古典研究会 開設 35 周年記念公演            出演 
      ７月 宮良康生民謡研究所 宮良康生発表会                 出演 
 
２０１５年 １月 那覇市文化協会                 『青年王・尚温の夢』出演 
      １月 ウチナー芝居「演」               『走れトートーメー』出演 
      ２月 劇琉王天下統一大会               『＠オ・キ・ナ・ワ』出演 
      ９月 国立劇場おきなわ                      『割符』出演 
     １１月 玉城流敏風会 宮里敏子 65 周年記念公演                出演 
 
２０１６年 ３月 うるま市教育委員会 うるま市合併 10 周年記念公演 『海はしる、豚物語』出演 
      ３月 那覇市文化協会 あけもどろ総合文化祭         『かぎやで風』出演 
 
２０１７年 １月 劇琉王 Vol.0 プレ公演                『＠OKINAWA』出演 
      ７月 沖縄現代演劇協会プロデュース公演 Vol.5  『ダブリンの鐘つきカビ人間』出演 
      ９月 アトリエ銘苅ベースこけら落としリレー公演  

Theater TEN Companyプロデュース 沖縄向上委員会     『@OKINAWA』出演 

 

２０１８年 １月 ウチナー芝居「演」            『ランタナの花の咲く頃に』出演 
４月 琉球新報創刊125年記念 照正グループ特別協賛 『喜劇 ウチナーグチ万歳』出演 

      ６月 Theater TEN Company No.27(+23)           『自由を我らに』出演 

     １０月 劇団群星                        『恋ぎつね』出演 
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２０１９年 １月 日本劇作家大会 2019大分大会        『@OKINAWA』『ものいう破片』出演 

 ６月 沖縄県文化振興会                       『想い』出演 

７月 国立劇場おきなわ                    『黒島王物語』出演 

 

２０２０年 ２月 中島みゆき民謡研究会 開設10周年記念公演              出演 

      ３月 玉城流敏風会 宮里敏子芸歴70周年公演                出演 

     １１月 沖縄文化振興会                  『走れトートーメー』出演 

 

２０２１年 ４月 オープンスペース                    『ちょいす』出演 

５月 緑間バレエスタジオ 

スタジオ・パフォーマンス 2021           『くるみ割り人形』出演 

      ９月 国立劇場おきなわ              『茶売やー』『黒島王物語』出演 

      ９月 国立劇場おきなわ                『与那国ションガネー』出演 
９月 かりゆし芸能公演 令和 3 年度 沖縄県伝統芸能公演 国立劇場おきなわ公演 

安次嶺利美琉舞研究所               琉球歌劇『北谷真牛』出演 

     １０月 劇団群星                         『渡地物語』出演 
     １１月 沖芸連                        『仲直り三良小』出演 
     １１月 琉球民謡音楽協会 音楽協会芸能祭                   出演 

１１月 劇団群星                   『悲恋デンサー節の由来』出演 

１１月 劇団群星                        『愛の雨傘』出演 

１１月 昇龍祭太鼓                     『昇龍祭太鼓公演』出演 
 

２０２２年 １月 沖縄県文化振興会 沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業   『泊阿嘉』出演 
      ２月 緑間バレエスタジオ                   『トコイリヤ』出演 

            ４月 てんぶす木曜公演                   『諸見里あこー』出演 

      ４月 琉球新報社 第６回おきなわ伝統芸能          『若衆芸能祭』審査員 
      ５月 劇団群星                           『想い』出演 

６月 赤嶺米子発表会                       『武付屋』出演 
７月 琉球箏曲興陽会 琉球箏曲興陽会発表会                出演 
８月 沖縄空手世界大会 2022開会式                     出演 
８月 由絃会 上江洲由孝千秋楽公演                    出演 
９月 群星 敬老公演                     『首里上り小』出演 

１０月 琉球舞団昇龍祭太鼓 沖縄公演       『SHOURYU A NEW TRADITION』出演 

１０月 オフィスプロジェクト M                『明日のハナコ』出演 

１１月 宮城武碩研究所 第６回宮城武碩古典・民謡発表会            出演 
１１月 てんぶす木曜公演                  『正直しょうべー』出演 
１２月 琉球歌劇保存会 琉球歌劇保存会伝承者発表公演  『ハンドー小（抜粋）』出演 

 
２０２３年 ３月 敏風会 玉城宇根本流敏風会               『華風に舞う』出演 
 

 

 

 

ＴＶ ＮＨＫ『アニメ うちなーであそぼ』声優 

 

ＣＭ 四季彩ペイント 

   WEB CM 沖縄県シルバー人材センター連合 

 

 


