
No. 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

1519 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 新潟地裁 2010/12/27

1518 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪　（自首認定） 横浜地裁 2010/12/24

1517 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 甲府地裁 2010/12/24

S839 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 岡山地裁 2010/12/24

S838 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/12/24

懲役８年 求刑懲役10年
罰金150万円 罰金200万円

追徴金450万円 追徴金450万円

*341 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 金沢地裁 2010/12/22

1516 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/22

C134 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての営利目的譲渡）などの罪 千葉地裁 2010/12/22

まさかりの部屋　裁判員裁判　裁判員裁判での2010年の判決例　（2010/01/15～12/27）

2010年裁判員裁判対象事件　第一審公判が終了した人数

判決



1515 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2010/12/22

1514 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/22

1513 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役8年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 東京地裁 2010/12/22

1512 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 長野地裁 2010/12/22

1511 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 秋田地裁 2010/12/21

1510 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 傷害致死などの罪 宮崎地裁 2010/12/21

懲役６年 求刑懲役13年
罰金250万円 罰金700万円

*340 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷、監禁罪 山形地裁 2010/12/20

1509 裁判員 罰金15万円 求刑懲役5年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 東京地裁 2010/12/20

懲役１１年 求刑懲役12年
罰金500万円 罰金500万円

追徴金約1億1770万円 追徴金約1億1770万円
没収約29万円

*339 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷、無銭飲食詐欺罪 福岡地裁小倉支部 2010/12/17

*338 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂などの罪 神戸地裁 2010/12/17

1508 裁判員 懲役１６年 求刑懲役16年 1 殺人罪 前橋地裁 2010/12/17

1506 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/17

1505 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 名古屋地裁 2010/12/17

1504 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死罪 大阪地裁堺支部 2010/12/17

1503 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－8年 2 殺人ほう助などの罪 仙台地裁 2010/12/17

1502 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2010/12/17

E34 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 - 通貨偽造・同行使、覚せい剤取締法違反（使用）などの罪 水戸地裁 2010/12/16

懲役９年 求刑懲役13年
罰金300万円 罰金700万円

*337 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2010/12/16

*336 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/16

2被告 2被告

懲役８年 求刑懲役8年

懲役６年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金700万円

1501 裁判員 懲役２年（３） 求刑懲役3年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/12/14

C133 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/12/20

C*21 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/12/16

C132 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての営利目的譲渡）などの罪 福井地裁 2010/12/17

C130 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/12/14

*335 裁判員 0 強盗致傷、住居侵入罪 青森地裁 2010/12/16



1501 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/12/14

1500 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 函館地裁 2010/12/14

1498 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪 奈良地裁 2010/12/13

1497 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1497 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1497 裁判員 懲役２５年 求刑懲役28年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1496 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/12/13

1495 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2010/12/13

*333 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2010/12/10

*332 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、強盗などの罪 京都地裁 2010/12/10

*331 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 高知地裁 2010/12/10

*330 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 盛岡地裁 2010/12/10

1494 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 京都地裁 2010/12/10

1493 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/10

1491 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福島地裁 2010/12/10

1490 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 山口地裁 2010/12/10

1489 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2010/12/10

1488 裁判員 無罪 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪不成立 鹿児島地裁 2010/12/10

S833 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 松山地裁 2010/12/10

S832 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強姦致傷、住居侵入罪 福島地裁郡山支部 2010/12/10

S831 裁判員 懲役１６年 求刑懲役16年 0 強盗強姦未遂などの罪 岡山地裁 2010/12/10

懲役１３年 求刑懲役15年
罰金600万円 罰金800万円

1487 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 長野地裁松本支部 2010/12/9

1486 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 千葉地裁 2010/12/9

2被告 2被告

懲役３年（４） 求刑懲役3年

1484 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 強盗致死罪 岐阜地裁 2010/12/9

1483 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役13年 1 殺人罪 青森地裁 2010/12/9

1482 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2010/12/9

1485 裁判員 0 殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2010/12/9

C*20 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/12/9



1481 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/12/9

S829 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/12/9

*329 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2010/12/8

*328 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/12/8

1478 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/12/8

1477 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 和歌山地裁 2010/12/8

*327 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/7

*327 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 0 強盗致傷、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/7

*327 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強盗致傷、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/7

*326 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 宇都宮地裁 2010/12/7

1476 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年6月 1 傷害致死罪 大阪地裁堺支部 2010/12/7

1475 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、窃盗罪 札幌地裁 2010/12/7

1474 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄罪 宮崎地裁 2010/12/7

S827 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/12/7

*324 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火罪 神戸地裁姫路支部 2010/12/6

1473 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 長崎地裁 2010/12/6

*323 裁判員 懲役３年（５） 0 現住建造物等放火罪 横浜地裁 2010/12/3

*322 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、住居侵入などの罪 広島地裁 2010/12/3

1472 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 水戸地裁 2010/12/3

1471 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 強盗致死罪 熊本地裁 2010/12/3

1470 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 2 殺人罪 さいたま地裁 2010/12/3

1469 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 強盗致死ほう助などの罪 千葉地裁 2010/12/2

1468 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2010/12/2

1467 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁 2010/12/2

1466 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2010/12/2

1465 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 大阪地裁堺支部 2010/12/2

1464 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/2

1463 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2010/12/2

1462 裁判員 懲役１７年 求刑無期懲役 1 殺人罪 大津地裁 2010/12/2



S823 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、住居侵入罪 那覇地裁 2010/12/2

1461 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2010/12/1

E33 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 - 通貨偽造・同行使罪 青森地裁 2010/11/26

懲役８年 求刑懲役12年
罰金350万円 罰金700万円
懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金700万円

*321 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 甲府地裁 2010/11/26

T14 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2010/11/26

1460 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 松山地裁 2010/11/26

1459 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 和歌山地裁 2010/11/26

S819 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 長崎地裁 2010/11/26

1458 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 仙台地裁 2010/11/25

1456 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 奈良地裁 2010/11/24

*320 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 0 現住建造物等放火、脅迫などの罪 大阪地裁 2010/11/22

1455 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、傷害罪 さいたま地裁 2010/11/22

1454 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 青森地裁 2010/11/22

1453 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 千葉地裁 2010/11/22

*319 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 山口地裁 2010/11/19

*318 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強盗致傷罪 宇都宮地裁 2010/11/19

*317 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 高知地裁 2010/11/19

*316 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/11/19

*315 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 秋田地裁 2010/11/19

現住建造物等放火未遂、暴行罪
（現住建造物等放火罪不成立）

*313 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 横浜地裁 2010/11/19

1452 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/11/19

1451 裁判員 懲役２年10月（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 宇都宮地裁 2010/11/19

1450 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2010/11/19

1449 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄罪 前橋地裁 2010/11/19

1448 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 大分地裁 2010/11/19

C*18 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/11/26

C*19 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/11/26

2010/11/19*314 裁判員 懲役５年4月 求刑懲役8年 0 山形地裁



1447 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/11/19

1446 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2010/11/19

1445 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人罪　（保険金目的） 仙台地裁 2010/11/19

S814 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、住居侵入などの罪 静岡地裁浜松支部 2010/11/19

S813 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷、わいせつ略取などの罪 横浜地裁 2010/11/19

S812 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 0 強盗強姦罪 横浜地裁 2010/11/19

S811 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 0 強盗強姦、同未遂などの罪 旭川地裁 2010/11/19

E32 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 - 通貨偽造・同行使罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/11/18

1444 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 富山地裁 2010/11/18

1443 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 名古屋地裁 2010/11/18

S810 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/11/18

S809 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 熊本地裁 2010/11/18

*312 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/11/17

*311 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 和歌山地裁 2010/11/17

1442 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2010/11/17

S807 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/11/17

S806 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗強姦未遂罪 京都地裁 2010/11/17

懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金600万円

1441 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、死体損壊などの罪 横浜地裁 2010/11/16

1440 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/11/15

1439 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人罪 松山地裁 2010/11/15

1438 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 神戸地裁 2010/11/15

1437 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁小田原支部 2010/11/15

懲役１１年 求刑懲役15年
罰金500万円 罰金700万円

*309 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 宮崎地裁 2010/11/12

*308 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2010/11/12

1436 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 水戸地裁 2010/11/12

1435 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/11/12

C*16 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/11/12

C*17 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/11/16



1434 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 宇都宮地裁 2010/11/12

1433 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 仙台地裁 2010/11/12

1432 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2010/11/12

S803 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 札幌地裁 2010/11/12

S802 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役13年 0 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2010/11/12

懲役９年 求刑懲役13年
罰金400万円 罰金700万円

*307 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火未遂罪 熊本地裁 2010/11/11

1430 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/11/10

1429 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/11/10

1426 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 広島地裁 2010/11/9

1425 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体損壊罪などの罪 福岡地裁 2010/11/8

*305 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火などの罪 新潟地裁 2010/11/5

1423 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/11/5

E31 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 - 爆発物取締罰則違反などの罪 高知地裁 2010/11/2

懲役１７年 求刑懲役18年
罰金800万円 罰金1000万円

1422 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/11/2

1421 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反罪 千葉地裁 2010/11/2

懲役１１年 求刑懲役13年
罰金300万円 罰金300万円

追徴金551万5000円 追徴金551万5000円

1419 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 傷害致死、監禁罪 水戸地裁 2010/11/1

1418 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪　（ストーカー） 東京地裁 2010/11/1

S797 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2010/11/1

懲役１３年 求刑懲役17年
罰金800万円 罰金800万円
懲役９年6月 求刑懲役13年
罰金450万円 罰金800万円

*304 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、準強制わいせつなどの罪 甲府地裁 2010/10/29

*303 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 静岡地裁 2010/10/29

T13 裁判員 懲役６年 求刑懲役11年 0 殺人未遂などの罪　（1件の殺人未遂罪不成立） 大阪地裁 2010/10/29

C121 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 横浜地裁 2010/11/2

C*15 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/11/11

C*14 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/10/29

C119 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての販売）などの罪 長崎地裁 2010/11/1

C118 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/10/29



1417 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 長野地裁 2010/10/29

1416 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/10/29

1415 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2010/10/29

1414 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2010/10/29

1413 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 鹿児島地裁 2010/10/29

1412 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入などの罪 広島地裁 2010/10/29

懲役２年 求刑懲役4年
拘留10日 拘留20日

S793 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－7年 0 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 横浜地裁 2010/10/29

懲役７年 求刑懲役8年
罰金300万円 罰金500万円
2被告 2被告

懲役６年 求刑懲役8年

*302 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/10/28

*301 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 山形地裁 2010/10/28

1410 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 新潟地裁 2010/10/28

1409 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 岐阜地裁 2010/10/28

1407 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂、道交法違反（酒気帯び運転）などの罪 千葉地裁 2010/10/28

1406 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 福島地裁郡山支部 2010/10/28

1405 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 福岡地裁 2010/10/28

2被告 2被告

懲役４年 求刑懲役6年

1403 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2010/10/27

1402 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2010/10/27

1401 裁判員 懲役１５年 求刑無期懲役 1 強盗致死、営利誘拐、逮捕監禁罪　（強盗殺人罪不成立） 仙台地裁 2010/10/27

1399 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/26

*300 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/10/22

*299 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火未遂などの罪 福井地裁 2010/10/22

1398 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2010/10/22

1397 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死、道交法違反（酒気帯び運転）罪 新潟地裁 2010/10/22

1396 裁判員 懲役２３年 求刑懲役27年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋地裁 2010/10/22

S794 裁判員 0 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/10/29

*302 裁判員 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/10/28

C117 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 富山地裁 2010/10/28

E30 裁判員 - 通貨偽造・同行使罪 青森地裁 2010/10/27



1395 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 殺人罪 熊本地裁 2010/10/22

1394 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 長野地裁松本支部 2010/10/22

1393 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2010/10/22

1392 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/10/22

E29 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 - 通貨偽造・同行使罪 岡山地裁 2010/10/21

E28 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 - 爆発物取締罰則違反などの罪 高知地裁 2010/10/21

*298 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 徳島地裁 2010/10/21

1391 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 静岡地裁 2010/10/21

1390 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 高松地裁 2010/10/21

S791 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 0 強盗強姦未遂罪 千葉地裁 2010/10/21

1389 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 京都地裁 2010/10/20

1387 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 佐賀地裁 2010/10/19

S788 裁判員 懲役２５年 求刑懲役27年 0 強姦致傷、強盗などの罪 宇都宮地裁 2010/10/19

*297 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2010/10/18

懲役１０年 求刑懲役13年
罰金500万円 罰金700万円

*296 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/10/15

*295 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 長崎地裁 2010/10/15

*294 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 仙台地裁 2010/10/15

*293 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 新潟地裁 2010/10/15

*292 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/10/15

1385 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/10/15

1384 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/10/15

1383 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 2010/10/15

懲役８年 求刑懲役13年
罰金400万円 罰金700万円
懲役７年 求刑懲役10年
罰金300万円 罰金500万円

*291 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/10/14

*290 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、住居侵入、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2010/10/14

*289 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 岡山地裁 2010/10/14

C115 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/10/15

C113 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 札幌地裁 2010/10/14

C114 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/10/14



1380 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 山口地裁 2010/10/14

1379 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 鹿児島地裁 2010/10/14

1378 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/10/14

E27 裁判員 懲役３年（３） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 熊本地裁 2010/10/13

S783 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗強姦などの罪 前橋地裁 2010/10/12

*287 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂罪 金沢地裁 2010/10/8

*286 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 富山地裁 2010/10/8

*285 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2010/10/8

*284 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷、公務執行妨害の罪 青森地裁 2010/10/8

*283 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 福井地裁 2010/10/8

*282 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 新潟地裁 2010/10/8

*281 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 横浜地裁 2010/10/8

1374 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 名古屋地裁 2010/10/8

1373 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－7年 1 危険運転致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/10/8

1372 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 長野地裁 2010/10/8

1371 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2010/10/8

1370 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2010/10/8

1369 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/10/8

1368 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 福島地裁郡山支部 2010/10/8

S782 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 熊本地裁 2010/10/8

S781 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗強姦罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/10/8

S779 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/10/8

*280 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2010/10/7

*279 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 宮崎地裁 2010/10/7

*278 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂罪 宇都宮地裁 2010/10/7

*277 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷、銃刀法違反などの罪 さいたま地裁 2010/10/7

1364 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/10/6

1363 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2010/10/6

1362 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 さいたま地裁 2010/10/6



1360 裁判員 懲役２４年 求刑懲役22年 1 殺人罪 東京地裁 2010/10/6

S778 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 岐阜地裁 2010/10/6

S777 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 大分地裁 2010/10/6

1359 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 千葉地裁 2010/10/5

1358 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2010/10/5

1357 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 水戸地裁 2010/10/5

*276 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 0 強盗致傷、強盗などの罪 高知地裁 2010/10/4

1356 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/4

1356 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/4

E26 裁判員 懲役４年2月 求刑懲役5年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）の罪 長崎地裁 2010/10/1

E26 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）の罪 長崎地裁 2010/10/1

懲役８年 求刑懲役10年
罰金400万円 罰金500万円
追徴金3639万円 追徴金3639万円
懲役１４年 求刑懲役16年
罰金800万円 罰金1000万円

*275 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、強盗罪 さいたま地裁 2010/10/1

1355 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2010/10/1

1354 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2010/10/1

1353 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/10/1

S774 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/10/1

懲役７年 求刑懲役8年
罰金400万円 罰金500万円

*273 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 長野地裁 2010/9/30

1352 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、現住建造物等放火罪 水戸地裁 2010/9/30

1351 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/9/30

*272 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/9/29

*271 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/9/29

1349 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁 2010/9/29

1348 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 津地裁 2010/9/29

懲役９年 求刑懲役13年
罰金400万円 罰金700万円

C109 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 新潟地裁 2010/10/1

C110 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての販売）などの罪 大津地裁 2010/10/1

C106 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/9/28

C108 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての輸入）などの罪 千葉地裁 2010/9/30



*268 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪　（自首認定） 大阪地裁 2010/9/27

*267 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 岡山地裁 2010/9/24

1347 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2010/9/24

S767 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/24

1345 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/9/21

E25 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 宮崎地裁 2010/9/17

*266 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 熊本地裁 2010/9/17

*265 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪 福島地裁郡山支部 2010/9/17

*265 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 福島地裁郡山支部 2010/9/17

*264 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、詐欺未遂罪 福島地裁 2010/9/17

*263 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2010/9/17

現住建造物等放火、
覚せい剤取締法違反（使用）の罪　（心神耗弱状態）

1344 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 京都地裁 2010/9/17

1343 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 高松地裁 2010/9/17

懲役２２年 求刑懲役25年
罰金50万円 罰金50万円

1341 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/9/17

1340 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 岐阜地裁 2010/9/17

1339 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2010/9/17

1338 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 静岡地裁 2010/9/17

1337 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗致死、強盗致傷罪 静岡地裁沼津支部 2010/9/17

保護責任者遺棄、麻薬取締法違反などの罪
（保護責任者遺棄致死罪不成立）

1335 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 殺人未遂罪 横浜地裁 2010/9/17

S766
（*261）

*260 裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 0 強盗致傷、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/9/16

*259 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 甲府地裁 2010/9/16

*258 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2010/9/16

1334 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2010/9/16

2010/9/17

1342 裁判員 1 強盗致死、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/9/17

*262 裁判員 懲役４年2月 求刑懲役6年 0 和歌山地裁

2010/9/17

裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 0 強姦致傷、強盗致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/17

1336 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 東京地裁



1330 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2010/9/15

1329 裁判員 懲役２４年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

1329 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

1329 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

S765 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 山口地裁 2010/9/15

1328 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 0 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 2010/9/14

1327 裁判員 懲役２０年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/9/14

1326 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 奈良地裁 2010/9/14

*257 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 0 強盗致傷などの罪 前橋地裁 2010/9/13

1325 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁 2010/9/13

1324 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 横浜地裁小田原支部 2010/9/13

懲役１２年 求刑懲役14年
罰金500万円 罰金700万円

*256 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/9/10

*255 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 宇都宮地裁 2010/9/10

1322 裁判員 懲役８年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/9/10

1322 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/9/10

1321 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/9/10

1320 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/9/10

**21 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/9/9

**20 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/9/9

2被告 2被告

懲役９年 求刑懲役10年

1319 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 長崎地裁 2010/9/9

1318 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2010/9/9

1317 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、非現住建造物等放火などの罪 宇都宮地裁 2010/9/9

懲役９年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金500万円

*253 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強盗致傷ほう助、住居侵入ほう助罪 高松地裁 2010/9/8

*252 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 金沢地裁 2010/9/8

*251 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2010/9/8

C101 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/9/10

C99 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 札幌地裁 2010/9/8

*254 裁判員 0 強盗致傷、窃盗などの罪 熊本地裁 2010/9/9



*250 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 福島地裁郡山支部 2010/9/8

1316 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 神戸地裁姫路支部 2010/9/8

1315
（S759）

1314 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、銃刀法違反などの罪 東京地裁 2010/9/8

S761 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2010/9/8

S760 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/8

1313 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/9/7

1312 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/9/7

1311 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2010/9/7

**19 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 現住建造物等放火未遂、窃盗などの罪 水戸地裁 2010/9/6

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役7年

*248 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷、強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/6

1310 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/9/6

1309 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/9/6

*247 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 福島地裁郡山支部 2010/9/3

1308 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 富山地裁 2010/9/3

1307 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 福岡地裁 2010/9/3

1306 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 札幌地裁 2010/9/3

1305 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2010/9/3

懲役７年 求刑懲役8年

罰金400万円 罰金400万円

*246 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2010/9/2

*246 裁判員 懲役９年4月 求刑懲役11年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2010/9/2

1303 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2010/9/2

1302 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2010/9/2

1301 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/9/2

1299 裁判員 懲役７年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/9/2

1298 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 京都地裁 2010/9/2

C98 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）幇助などの罪 高知地裁 2010/9/2

2010/9/8

*249 裁判員 0 強盗致傷罪 大分地裁 2010/9/6

裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死などの罪 山形地裁



S755 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 強姦致傷罪 青森地裁 2010/9/2

*245 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/9/1

1297 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 神戸地裁 2010/9/1

1296 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1296 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1296 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1295 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/9/1

E24 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 熊本地裁 2010/8/31

S750 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/8/30

*244 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 前橋地裁 2010/8/27

1293 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 強盗致死、逮捕監禁罪 千葉地裁 2010/8/27

1292 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 岡山地裁 2010/8/27

無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪

懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪　（別々に判決、無期懲役が優先）

S747 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強姦致傷、道交法違反（無免許運転）の罪 青森地裁 2010/8/27

S746 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 秋田地裁 2010/8/27

*243 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 0 強盗致傷、銃刀法違反罪 津地裁 2010/8/26

*242 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/8/26

*241 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 徳島地裁 2010/8/26

*240 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 現住建造物等放火などの罪 さいたま地裁 2010/8/26

*239 裁判員 懲役３年2月 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪 福島地裁郡山支部 2010/8/26

*238 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 神戸地裁姫路支部 2010/8/26

1290 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人罪 福岡地裁 2010/8/26

1289 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福岡地裁 2010/8/26

*237 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/8/25

**18 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/8/24

*236 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2010/8/20

懲役９年 求刑懲役12年
罰金400万円 罰金700万円

*235 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、覚せい剤取締法違反などの罪 熊本地裁 2010/8/19

1291 裁判員 仙台地裁 2010/8/27

C97 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/8/19



S742 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 水戸地裁 2010/8/19

1286 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2010/8/11

2被告 2被告

懲役１０年 求刑懲役17年

懲役１３年 求刑懲役15年
罰金600万円 罰金700万円

*234 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 旭川地裁 2010/8/6

*233 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火などの罪 京都地裁 2010/8/6

1283 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 横浜地裁 2010/8/6

1282 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 神戸地裁姫路支部 2010/8/6

1281 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 1 殺人、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/8/6

S738 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷、監禁罪 金沢地裁 2010/8/6

E23 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）の罪 長崎地裁 2010/8/5

懲役６年 求刑懲役9年
罰金250万円 罰金500万円

*232 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 奈良地裁 2010/8/5

*231 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火などの罪 岐阜地裁 2010/8/5

懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金600万円

*230 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 佐賀地裁 2010/8/4

1280 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2010/8/4

1279 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 甲府地裁 2010/8/4

S737 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2010/8/4

1277 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 大阪地裁 2010/8/2

S736 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 岡山地裁 2010/8/2

*229 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 東京地裁 2010/7/30

*228 裁判員 懲役５年2月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/7/30

*227 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 前橋地裁 2010/7/30

1276 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 監禁致死などの罪 宇都宮地裁 2010/7/30

1275 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 0 殺人未遂、現住建造物等放火未遂罪 長野地裁 2010/7/30

1274 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁立川支部 2010/7/30

1284 裁判員 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/8/10

C95 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/8/5

C96 裁判員 - 麻薬取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/8/6

C94 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2010/8/4



1273 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 大分地裁 2010/7/30

S734 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 0 強姦致傷、強盗などの罪 名古屋地裁 2010/7/30

懲役８年 求刑懲役8年
罰金300万円 罰金400万円
懲役１３年 求刑懲役16年
罰金700万円 罰金700万円

*226 裁判員 懲役４年10月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火未遂、詐欺などの罪 高松地裁 2010/7/29

*225 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2010/7/29

*224 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2010/7/29

1272 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/7/29

1271 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2010/7/29

*223 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 高知地裁 2010/7/28

1269 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2010/7/28

S733 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/28

懲役９年 求刑懲役12年
罰金500万円 罰金600万円

1266 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 宮崎地裁 2010/7/26

懲役６年 求刑懲役8年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）
罰金100万円 罰金100万円 関税法違反の罪

*222 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂罪 宇都宮地裁 2010/7/23

*221 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/7/23

1265 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 大津地裁 2010/7/23

1264 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 大分地裁 2010/7/23

1263 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/7/23

S729 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/7/23

S728 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2010/7/23

S727 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2010/7/23

*220 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/7/22

*218 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 山形地裁 2010/7/22

1262 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/7/22

1259 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福島地裁郡山支部 2010/7/21

C93 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/7/29

C89 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2010/7/26

C92 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 札幌地裁 2010/7/29

C88 裁判員 - 横浜地裁 2010/7/23



1258 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 大阪地裁 2010/7/21

懲役９年 求刑懲役12年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）
罰金350万円 罰金700万円 関税法違反の罪
懲役１２年 求刑懲役14年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）
罰金600万円 罰金700万円 関税法違反の罪

*215 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2010/7/16

*214 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 福井地裁 2010/7/16

*213 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/7/16

*212 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 札幌地裁 2010/7/16

*211 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪 宇都宮地裁 2010/7/16

*210 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 前橋地裁 2010/7/16

1257 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 松山地裁 2010/7/16

1256 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 福岡地裁小倉支部 2010/7/16

1255 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2010/7/16

1254 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2010/7/16

1253 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死、逮捕監禁罪 水戸地裁 2010/7/16

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役6年

1251 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死などの罪 岡山地裁 2010/7/16

1250 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 鳥取地裁 2010/7/16

S725 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 0 強盗強姦未遂、監禁などの罪 甲府地裁 2010/7/16

S724 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷などの罪 佐賀地裁 2010/7/16

S723 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 仙台地裁 2010/7/16

S722 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強姦致傷、わいせつ略取などの罪 水戸地裁 2010/7/16

*209 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、覚せい剤取締法違反の罪 高知地裁 2010/7/15

*208 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/7/15

*207 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 青森地裁 2010/7/15

1249 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2010/7/15

1247 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、凶器準備集合などの罪 宇都宮地裁 2010/7/15

1246 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 新潟地裁 2010/7/15

1245 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2010/7/15

C87 裁判員 - 千葉地裁 2010/7/16

2010/7/16

C86 裁判員 - 千葉地裁 2010/7/16

1252 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 福岡地裁



1244 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2010/7/15

1243 裁判員 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 仙台地裁 2010/7/15

S721 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/15

*206 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 高松地裁 2010/7/14

1242 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 神戸地裁 2010/7/14

1241 裁判員 懲役１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/7/14

懲役８年 求刑懲役12年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）
罰金350万円 罰金700万円 関税法違反の罪

1239 裁判員 懲役１１年6月 求刑懲役13年 0 強盗殺人未遂などの罪 徳島地裁 2010/7/12

E22 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 - 通貨偽造・同行使罪 福岡地裁小倉支部 2010/7/9

*204 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 福島地裁 2010/7/9

*203 裁判員 懲役５年8月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/7/9

*202 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 水戸地裁 2010/7/9

1237 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 宇都宮地裁 2010/7/9

1236 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 岐阜地裁 2010/7/9

1235 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2010/7/9

1234 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪　（無理心中） 福岡地裁 2010/7/9

*201 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 熊本地裁 2010/7/8

*200 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 鳥取地裁 2010/7/8

*199 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2010/7/8

*198 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役7年 0 住居侵入などの罪　現住建造物等放火罪は無罪 東京地裁 2010/7/8

1233 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 鹿児島地裁 2010/7/8

1232 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/7/8

1231 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/7/8

1230 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/7/8

1229 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2010/7/8

*197 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/7/7

*196 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2010/7/7

*195 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2010/7/7

1227 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福岡地裁 2010/7/7

C84 裁判員 - 千葉地裁 2010/7/12



1226 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/7/7

S717 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強姦致傷などの罪 福岡地裁 2010/7/7

1225 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2010/7/6

1224 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 和歌山地裁 2010/7/5

S716 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷、強姦罪　（強姦致傷罪不成立） 千葉地裁 2010/7/5

S715 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗強姦、詐欺などの罪 前橋地裁 2010/7/5

懲役９年 求刑懲役12年
罰金500万円 罰金700万円

**17 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪 山口地裁 2010/7/2

*194 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 金沢地裁 2010/7/2

1223 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 松山地裁 2010/7/2

1222 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京地裁 2010/7/2

1221 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死、逮捕監禁罪 水戸地裁 2010/7/2

1220 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 新潟地裁 2010/7/2

1219 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死罪 大阪地裁堺支部 2010/7/2

*193 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2010/7/1

*192 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/7/1

*191 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、住居侵入罪 前橋地裁 2010/7/1

2被告 2被告

懲役７年6月 求刑懲役8年

*189 裁判員 懲役２年 求刑懲役5年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） 東京地裁立川支部 2010/7/1

1217 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2010/7/1

1216 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 監禁致死などの罪 宇都宮地裁 2010/7/1

1215 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 岐阜地裁 2010/7/1

1214 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁 2010/7/1

1213 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/7/1

1212 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 1 殺人、死体遺棄罪　（別事件で懲役16年確定） 熊本地裁 2010/7/1

**16 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/6/30

*188 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/30

T12 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/6/30

*190 裁判員 0 強盗致傷、強盗罪 福島地裁郡山支部 2010/7/1

C*13 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/7/2



1211 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役9年 0 傷害などの罪　（殺人未遂罪不成立） 大阪地裁堺支部 2010/6/30

E21 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 - 通貨偽造・同行使罪 東京地裁立川支部 2010/6/25

*186 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/25

*185 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2010/6/25

*184 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2010/6/25

1210 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2010/6/25

1209 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2010/6/25

1208 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄罪 前橋地裁 2010/6/25

1207 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2010/6/25

1206 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 京都地裁 2010/6/25

S712 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強姦致傷罪 大津地裁 2010/6/25

*183 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火罪 静岡地裁沼津支部 2010/6/24

*182 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/6/24

*181 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 青森地裁 2010/6/24

1205 裁判員 懲役３年（５） 0 殺人未遂罪 福岡地裁 2010/6/24

S707 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2010/6/24

S706 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/6/24

*179 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 函館地裁 2010/6/23

*178 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 和歌山地裁 2010/6/23

1204 裁判員 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2010/6/23

1203 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 強盗致死などの罪（従犯） 東京地裁 2010/6/23

1202 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2010/6/23

1201 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 山口地裁 2010/6/23

裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪

（合算） 懲役４年 求刑懲役5年 0 強姦致傷罪

S703 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 佐賀地裁 2010/6/23

S702 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗強姦、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/23

求刑懲役12年
罰金600万円

1200 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 新潟地裁 2010/6/22

S704 高知地裁 2010/6/23

C81 裁判員 無罪 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪不成立 千葉地裁 2010/6/22



懲役９年 求刑懲役13年
罰金350万円 罰金800万円
2被告 2被告

懲役４年 求刑懲役7年

*177 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/6/18

2被告 2被告

懲役７年 求刑懲役8年

*175 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/6/18

*174 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 水戸地裁 2010/6/18

1198 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2010/6/18

1197 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/6/18

1196 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 長野地裁松本支部 2010/6/18

1195 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2010/6/18

S698 裁判員 懲役８年4月 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/6/18

S697 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗強姦未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/18

*172 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷、銃刀法違反の罪 静岡地裁 2010/6/17

1193 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂、建造物侵入罪 盛岡地裁 2010/6/17

1192 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁 2010/6/17

S696 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 青森地裁 2010/6/17

S695 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗強姦などの罪 津地裁 2010/6/17

S694 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/17

1190 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 危険運転致死罪 京都地裁 2010/6/16

*170 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂などの罪 東京地裁 2010/6/15

S690 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 広島地裁 2010/6/15

S689 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 0 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/6/15

*169 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2010/6/14

S688 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強姦致傷、強盗罪 大津地裁 2010/6/14

*168 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 水戸地裁 2010/6/11

1187 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、銃刀法違反の罪 福岡地裁 2010/6/11

S687 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 京都地裁 2010/6/11

*177 裁判員 0 強盗致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/6/18

C79 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/6/18

*176 裁判員 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2010/6/18



E20 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 宇都宮地裁 2010/6/10

2被告 2被告

懲役７年 求刑懲役7年

懲役９年 求刑懲役13年
罰金500万円 罰金800万円
懲役１０年 求刑懲役13年
罰金500万円 罰金700万円

*167 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2010/6/10

*166 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 長野地裁 2010/6/10

1186 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/6/10

1185 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 2010/6/10

1184 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 さいたま地裁 2010/6/10

S686 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 津地裁 2010/6/10

懲役５年 求刑懲役8年 麻薬特例法違反（業としての栽培）
罰金100万円 罰金150万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪
2被告 2被告 麻薬特例法違反（業としての栽培）

懲役６年6月 求刑懲役8年 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪
罰金150万円 罰金150万円
懲役８年 求刑懲役10年 麻薬特例法違反（業としての栽培）
罰金200万円 罰金200万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪

*165 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2010/6/9

*164 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役7年 0 強盗致傷、窃盗罪　詐欺罪は無罪 東京地裁立川支部 2010/6/9

S685 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/6/9

*163 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/6/7

*162 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2010/6/7

*161 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、詐欺罪 大津地裁 2010/6/4

*160 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 仙台地裁 2010/6/4

1182 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/4

1182 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/4

1181 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪 松江地裁 2010/6/4

1180 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福島地裁郡山支部 2010/6/4

1179 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 傷害致死、監禁罪 水戸地裁 2010/6/4

E19 裁判員 - 爆発物取締罰則違反などの罪 高知地裁 2010/6/10

C77 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/6/10

C78 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/6/10

C76 裁判員 - 鹿児島地裁 2010/6/9

C76 裁判員 - 鹿児島地裁 2010/6/9

C76 裁判員 - 鹿児島地裁 2010/6/9



S683 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役9年 0 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

S683 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

S682 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷などの罪 松山地裁 2010/6/4

E18 裁判員 懲役２年 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 奈良地裁 2010/6/3

懲役８年 求刑懲役11年
罰金350万円 罰金500万円

*159 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 長野地裁 2010/6/3

*158 裁判員 懲役４年－７年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2010/6/3

*157 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2010/6/3

*156 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 徳島地裁 2010/6/3

1177 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 新潟地裁 2010/6/3

1176 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 青森地裁 2010/6/3

1175 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/6/2

1174 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 東京地裁 2010/6/2

1173 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄、恐喝などの罪 京都地裁 2010/6/2

S679 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/2

懲役９年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金500万円
懲役８年 求刑懲役11年
罰金500万円 罰金500万円

追徴金約3100万円 追徴金約3100万円

*155 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火未遂罪 佐賀地裁 2010/5/31

*154 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/5/28

*153 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 水戸地裁 2010/5/28

1170 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体遺棄罪 前橋地裁 2010/5/28

1169 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 水戸地裁 2010/5/28

S675 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 盛岡地裁 2010/5/28

*152 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 大津地裁 2010/5/27

*151 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 長崎地裁 2010/5/27

*150 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－8年 0 強盗致傷罪 静岡地裁沼津支部 2010/5/27

*149 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役4－6年 0 強盗致傷、銃刀法違反罪 那覇地裁 2010/5/27

C74 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁

C72 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）の罪 大阪地裁 2010/5/31

2010/6/3

C73 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 名古屋地裁 2010/6/1



1168 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2010/5/27

1167 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 甲府地裁 2010/5/27

1166 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/5/27

1164 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2010/5/27

*148 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 岐阜地裁 2010/5/26

1163 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2010/5/26

1162 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 福岡地裁 2010/5/26

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役7年

S674 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役７年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/5/26

*146 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 現住建造物等放火などの罪 岡山地裁 2010/5/24

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役5年

1160 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2010/5/24

懲役７年 求刑懲役8年
罰金250万円 罰金400万円

*144 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪　（従犯） 名古屋地裁 2010/5/21

*143 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 神戸地裁姫路支部 2010/5/21

*142 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火未遂罪 長野地裁松本支部 2010/5/21

*141 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 仙台地裁 2010/5/21

*140 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 福島地裁郡山支部 2010/5/21

1159 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 山口地裁 2010/5/21

1158 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 横浜地裁小田原支部 2010/5/21

1157 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 秋田地裁 2010/5/21

1156 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄罪 前橋地裁 2010/5/21

1155 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2010/5/21

S671 裁判員 懲役８年 求刑懲役９年 0 強姦致傷などの罪 奈良地裁 2010/5/21

**15 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 神戸地裁 2010/5/20

*139 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火未遂罪 青森地裁 2010/5/20

1154 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 新潟地裁 2010/5/20

*145 裁判員 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/5/24

1161 裁判員 1 殺人罪　（過剰防衛） 千葉地裁 2010/5/26

C71 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/5/21



1152 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 傷害致死、傷害罪 京都地裁 2010/5/20

S669 裁判員 懲役５年 求刑懲役５年 0 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2010/5/20

S668 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 東京地裁 2010/5/20

E17 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 - 通貨偽造・同行使などの罪 大阪地裁堺支部 2010/5/19

*138 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 和歌山地裁 2010/5/19

1150 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/5/19

1149 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 高知地裁 2010/5/19

S667 裁判員 懲役８年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 さいたま地裁 2010/5/19

1147 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/5/18

1146 裁判員 懲役２年 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/5/17

懲役８年 求刑懲役12年
罰金350万円 罰金600万円
懲役６年6月 求刑懲役11年 麻薬特例法違反（業としての栽培）
罰金200万円 罰金400万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪

**14 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2010/5/14

*136 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 山口地裁 2010/5/14

*135 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 神戸地裁 2010/5/14

*135 裁判員 懲役５年10月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 神戸地裁 2010/5/14

*134 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2010/5/14

T11 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/5/14

1145 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2010/5/14

S663 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2010/5/14

S662 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/5/14

S661 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/5/14

S660 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強姦致傷などの罪 那覇地裁 2010/5/14

2被告 2被告

懲役５年 求刑懲役8年

E16 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 東京地裁 2010/5/13

*133 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火罪 福岡地裁小倉支部 2010/5/13

*132 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2010/5/13

*131 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2010/5/13

C*12 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/5/14

2010/5/13

C69 裁判員 - 千葉地裁 2010/5/14

E16 裁判員 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 東京地裁



1144 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/5/13

1143 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人罪 東京地裁 2010/5/13

S659 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/5/13

S658 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 0 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/4/30

S658 裁判員 懲役１６年 求刑懲役23年 0 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/4/30

E15 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 - 通貨偽造・同行使などの罪 千葉地裁 2010/4/28

懲役８年 求刑懲役10年 麻薬特例法違反（業としての譲渡）、
罰金300万円 罰金300万円 覚せい剤取締法違反（営利目的譲渡）などの罪
追徴金3024万円 追徴金3024万円
懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金700万円
懲役６年6月 求刑懲役8年
罰金200万円 罰金300万円

*130 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 強盗致傷罪 松山地裁 2010/4/28

*129 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 大津地裁 2010/4/28

1142 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 さいたま地裁 2010/4/28

S655 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/4/28

*128 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2010/4/26

1138 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/4/26

*127 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/4/23

*126 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 岐阜地裁 2010/4/23

*125 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 宮崎地裁 2010/4/23

1137 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 仙台地裁 2010/4/23

1136 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/4/23

S654 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/4/23

S653 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2010/4/23

*124 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 神戸地裁 2010/4/22

*123 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2010/4/22

*122 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 横浜地裁小田原支部 2010/4/22

1135 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 徳島地裁 2010/4/22

1134 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 危険運転致死傷罪 青森地裁 2010/4/22

C65 裁判員 - 山口地裁 2010/4/28

C63 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/4/28

C64 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/4/28



1133 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 東京地裁 2010/4/22

S650 裁判員 懲役３年（３） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2010/4/22

S649 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強姦致傷罪 東京地裁 2010/4/22

*120 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/4/21

E14 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 - 通貨偽造・同行使罪 東京地裁立川支部 2010/4/16

*117 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 松山地裁 2010/4/16

**13 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 千葉地裁 2010/4/15

*116 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 山形地裁 2010/4/15

1126 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 静岡地裁沼津支部 2010/4/14

E13 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/3/31

1120 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2010/3/30

T10 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 福岡地裁 2010/3/29

1113 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 奈良地裁 2010/3/29

S647 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2010/3/29

E12 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使などの罪 福岡地裁 2010/3/26

**12 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/3/26

**11 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 長野地裁 2010/3/26

*114 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火などの罪 岡山地裁 2010/3/26

*113 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 仙台地裁 2010/3/26

*111 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 青森地裁 2010/3/26

*110 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 京都地裁 2010/3/26

*109 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/3/26

T09 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2010/3/26

1112 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 監禁致死などの罪 東京地裁 2010/3/26

懲役１０年 求刑懲役13年
罰金300万円 罰金500万円

*108 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2010/3/25

1107 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反の罪 大分地裁 2010/3/24

E11 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 宇都宮地裁 2010/3/19
懲役６年 求刑懲役8年
罰金150万円 罰金300万円

C57 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁 2010/3/19

C60 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 新潟地裁 2010/3/25



懲役６年6月 求刑懲役8年 麻薬特例法違反（業としての譲渡）、
罰金200万円 罰金200万円 覚せい剤取締法違反（営利目的譲渡）などの罪
追徴金680万円 追徴金680万円

*107 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 激発物破裂、業務上横領罪 福岡地裁小倉支部 2010/3/19

*106 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 長野地裁松本支部 2010/3/19

*105 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪　（強盗殺人未遂罪不成立） さいたま地裁 2010/3/19

*104 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 京都地裁 2010/3/19

T08 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2010/3/19

1103 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 徳島地裁 2010/3/19

1102 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 水戸地裁 2010/3/19

1101 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 札幌地裁 2010/3/19

1100 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂罪　（心神耗弱状態） さいたま地裁 2010/3/19

1099 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 熊本地裁 2010/3/19

1098 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 水戸地裁 2010/3/19

1096 裁判員 懲役１０年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1096 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1096 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1095 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反の罪 釧路地裁 2010/3/19

S*05 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 0 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2010/3/19

S646 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

S645 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷、窃盗などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

E10 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使罪 岐阜地裁 2010/3/18

懲役７年 求刑懲役11年
罰金300万円 罰金500万円

*103 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 鹿児島地裁 2010/3/18

*102 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂罪 横浜地裁 2010/3/18

*101 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2010/3/18

1094 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/3/18

1093 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 横浜地裁小田原支部 2010/3/18

1092 裁判員 懲役１１年 求刑懲役11年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2010/3/18

1091 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁 2010/3/18

2010/3/18

C56 裁判員 - 横浜地裁 2010/3/19

C*11 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁



1090 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 長野地裁 2010/3/18

1088 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂、銃刀法違反の罪 那覇地裁 2010/3/18

S*04 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 千葉地裁 2010/3/18

S*03
（**10）

S643 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷罪 松山地裁 2010/3/18

S642 裁判員 懲役２年 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2010/3/18

S641 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗強姦罪 東京地裁 2010/3/18

S640 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 0 集団強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/3/18

1085 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪 金沢地裁 2010/3/17

1084 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 甲府地裁 2010/3/17

1083 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 静岡地裁沼津支部 2010/3/17

S638 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強姦致傷罪 福岡地裁 2010/3/17

S637 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/3/17

2被告 2被告

懲役２３年 求刑懲役25年

1079 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/3/15

1078 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/3/15

E9 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使罪 名古屋地裁 2010/3/12

*99 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 熊本地裁 2010/3/12

T07 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 札幌地裁 2010/3/12

1077 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/3/12

1076 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/3/12

1075 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 高松地裁 2010/3/12

1074 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁 2010/3/12

S634 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、建造物侵入罪 福島地裁郡山支部 2010/3/12

S633 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/3/12

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役4年

懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金700万円

裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、強盗強姦未遂などの罪 千葉地裁 2010/3/18

E8 裁判員 - 通貨偽造・同行使罪 長野地裁 2010/3/11

1080 裁判員 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/3/16

C*10 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/3/11



懲役９年 求刑懲役12年
罰金350万円 罰金700万円

**9 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火未遂、脅迫などの罪 仙台地裁 2010/3/11

**8 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/3/11

*98 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 横浜地裁 2010/3/11

1073 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/3/11

1072 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2010/3/11

1071 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁などの罪 大津地裁 2010/3/11

*96 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 東京地裁 2010/3/10

S632 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷などの罪 奈良地裁 2010/3/10

*95 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2010/3/8

1066 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 松山地裁 2010/3/8

1065 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/3/8

*94 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 東京地裁立川支部 2010/3/5

*93 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2010/3/5

*93 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2010/3/5

*93 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2010/3/5

*92 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 旭川地裁 2010/3/5

1064 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2010/3/5

1064 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2010/3/5

S629 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/3/5

懲役１１年 求刑懲役14年
罰金500万円 罰金700万円
懲役１２年 求刑懲役16年
罰金600万円 罰金800万円

1061 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、覚せい剤取締法違反などの罪 東京地裁立川支部 2010/3/4

S624 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 水戸地裁 2010/3/4

*91 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 和歌山地裁 2010/3/3

1060 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 金沢地裁 2010/3/3

1058 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 大分地裁 2010/3/3

1057 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死、死体遺棄罪 静岡地裁沼津支部 2010/3/3

C53 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/3/11

C51 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁 2010/3/4

C52 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/3/4



1056 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 高知地裁 2010/3/3

1055 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 強盗殺人などの罪 鳥取地裁 2010/3/2

S622 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/3/2

懲役６年 求刑懲役8年 麻薬特例法違反（業としての密輸入）
罰金350万円 罰金500万円 大麻取締法違反（営利目的輸入）などの罪

追徴金599万8900円 追徴金599万8900円
懲役１３年 求刑懲役15年
罰金600万円 罰金800万円
懲役７年6月 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金700万円
懲役６年 求刑懲役7年 麻薬特例法違反（業としての譲渡）、
罰金100万円 罰金100万円 覚せい剤取締法違反（営利目的譲渡）などの罪

覚せい剤92袋没収 覚せい剤92袋没収
追徴金551万5000円 追徴金551万5000円

**7 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 神戸地裁 2010/2/26

**6 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/2/26

*90 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2010/2/26

*89 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 岡山地裁 2010/2/26

*88 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火未遂、窃盗罪 名古屋地裁 2010/2/26

*87 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2010/2/26

*86 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2010/2/26

*85 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） さいたま地裁 2010/2/26

T06 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2010/2/26

T05 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/26

T05 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/26

T04 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 札幌地裁 2010/2/26

1053 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2010/2/26

1052 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2010/2/26

1051 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2010/2/26

1048 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、逮捕監禁などの罪 大津地裁 2010/2/26

1047 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人罪 佐賀地裁 2010/2/26

S617 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強姦致傷、逮捕監禁などの罪 名古屋地裁 2010/2/26

2010/2/26

C*7 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/2/26

C*9 裁判員 - 千葉地裁 2010/2/26

C*8 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁

C50 裁判員 - 長崎地裁 2010/2/26



**5 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、窃盗などの罪 千葉地裁 2010/2/25

*84 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 山形地裁 2010/2/25

*83 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 津地裁 2010/2/25

T03 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 現住建造物等放火、承諾殺人罪 千葉地裁 2010/2/25

1046 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2010/2/25

1045 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反の罪 横浜地裁 2010/2/25

懲役８年 求刑懲役9年
罰金250万円 罰金400万円

T02 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄などの罪 甲府地裁 2010/2/24

S616 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗強姦未遂、住居侵入罪 東京地裁立川支部 2010/2/24

**4 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 神戸地裁 2010/2/19

*82 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2010/2/19

2被告 2被告

懲役５年 求刑懲役6年

1042 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 水戸地裁 2010/2/19

1041 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 宮崎地裁 2010/2/19

1040 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2010/2/19

1039 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 東京地裁 2010/2/19

S614 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 さいたま地裁 2010/2/19

懲役８年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金600万円
懲役６年6月 求刑懲役8年
罰金250万円 罰金300万円

*80 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷罪 山形地裁 2010/2/18

*79 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 横浜地裁小田原支部 2010/2/18

*78 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/18

T01 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/2/18

1038 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 監禁致死などの罪 東京地裁 2010/2/18

S613 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪 長野地裁松本支部 2010/2/18

S612 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2010/2/18

S611 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強姦未遂などの罪 徳島地裁 2010/2/18

2010/2/24

*81 裁判員 0 強盗致傷罪 高松地裁 2010/2/19

C49 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁

C*5 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/2/18

C*6 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/2/18



*77 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 静岡地裁沼津支部 2010/2/17

*76 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 0 強盗致傷罪 大阪地裁 2010/2/17

1037 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 那覇地裁 2010/2/17

1036 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2010/2/15

**3 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/2/12

1035 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 前橋地裁 2010/2/12

懲役９年 求刑懲役11年
罰金250万円 罰金500万円

*73 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火未遂罪 仙台地裁 2010/2/10

1034 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2010/2/10

1033 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 広島地裁 2010/2/10

1032 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁 2010/2/10

1031 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪 熊本地裁 2010/2/10

1030 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 金沢地裁 2010/2/10

S609 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2010/2/10

S608 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 さいたま地裁 2010/2/10

懲役１０年 求刑懲役13年
罰金450万円 罰金500万円

*72 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷罪 大阪地裁 2010/2/9

*71 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2010/2/8

1028 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2010/2/8

3被告 3被告
懲役９年 求刑懲役12年
罰金250万円 罰金500万円
懲役１２年 求刑懲役14年
罰金400万円 罰金700万円

E7 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 前橋地裁 2010/2/5

*70 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2010/2/5

1027 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2010/2/5

S606 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/2/5

S605 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷などの罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/5

*69 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 津地裁 2010/2/4

C*4 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/2/9

C45 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/2/10

C43 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2010/2/5

C43 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2010/2/5



*68 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 東京地裁立川支部 2010/2/4

1025 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2010/2/4

1024 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 大津地裁 2010/2/4

1023
（S603）

*67 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/2/3

*66 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 大阪地裁堺支部 2010/2/3

1022 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2010/2/3

1021 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 松山地裁 2010/2/3

1020 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2010/2/3

2被告 2被告

懲役４年 求刑懲役5年

E6 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 前橋地裁 2010/1/29

懲役７年 求刑懲役10年
罰金300万円 罰金500万円

*65 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火の罪 松江地裁 2010/1/29

*64 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強盗致傷、逮捕監禁罪 東京地裁 2010/1/29

1017 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 長崎地裁 2010/1/29

1016 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 横浜地裁 2010/1/29

1015 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷罪 水戸地裁 2010/1/29

1014 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/1/29

1013 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 盛岡地裁 2010/1/29

1012 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁 2010/1/29

S602 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強要などの罪 静岡地裁 2010/1/29

懲役９年 求刑懲役10年
罰金300万円 罰金300万円

*62 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、覚せい剤取締法違反、窃盗罪 千葉地裁 2010/1/28

1010 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/1/28

1009 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 那覇地裁 2010/1/28

1008 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 2 危険運転致死罪 千葉地裁 2010/1/28

S601 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/1/28

C42 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/1/29

2010/2/4

1019 裁判員 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/2/1

裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強制わいせつ罪 静岡地裁沼津支部

C41 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁立川支部 2010/1/28



*60 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火の罪 和歌山地裁 2010/1/27

1006 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 京都地裁 2010/1/27

1005 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、傷害、逮捕監禁罪 大津地裁 2010/1/27

S600 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/27

S596 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 0 強姦致傷などの罪 前橋地裁 2010/1/25

*59 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 津地裁 2010/1/22

999 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/1/22

998 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/1/22

997 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2010/1/22

S*02 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/1/22

S595 裁判員 懲役３年（５） 0 強制わいせつ致傷などの罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁 2010/1/22

懲役８年 求刑懲役10年
罰金350万円 罰金500万円
懲役８年 求刑懲役12年
罰金350万円 罰金500万円

*58 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 長野地裁 2010/1/21

*57 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/1/21

*57 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/1/21

*57 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/1/21

S593 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつの罪 神戸地裁 2010/1/21

S592 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 高知地裁 2010/1/21

S591 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2010/1/21

S590 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強盗強姦などの罪 静岡地裁沼津支部 2010/1/21

懲役７年 求刑懲役9年
罰金250万円 罰金500万円

**2 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/1/20

懲役９年 求刑懲役13年
罰金400万円 罰金700万円

993 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 神戸地裁姫路支部 2010/1/18

E5 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 - 銃刀法違反（拳銃の発射、所持）の罪 水戸地裁 2010/1/15

懲役１０年 求刑懲役12年
罰金300万円 罰金300万円

C*3 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/1/21

覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/1/20

C39 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 名古屋地裁 2010/1/21

C37 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁立川支部 2010/1/15

C*1 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2010/1/18

C*2 裁判員 -



懲役１１年 求刑懲役13年
罰金600万円 罰金700万円

追徴金約3110万円 追徴金約3110万円

**1 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火の罪 千葉地裁 2010/1/15

992 裁判員 懲役２０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 札幌地裁 2010/1/15

991 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 静岡地裁 2010/1/15

S*01 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/15

S586 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強姦致傷罪 那覇地裁 2010/1/15

C36 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪地裁 2010/1/15


