
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3720 裁判員 懲役１４年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、強姦罪 宇都宮地裁 2017/12/18

S1565 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2016/3/29

3282 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 1 殺人、現住建造物等放火罪 静岡地裁浜松支部 2016/3/18

3261 裁判員 無期懲役 求刑懲役25年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 宮崎地裁 2016/2/29

3226 裁判員 懲役１２年 求刑懲役11年 1 殺人罪 青森地裁 2016/1/25

2921 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2014/11/19

2764 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 徳島地裁 2014/3/17

懲役１３年 求刑懲役12年
罰金500万円 罰金500万円

2640 裁判員 懲役６年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 横浜地裁小田原支部 2013/10/11

2608 裁判員 懲役１１年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2013/8/29

S1289 裁判員 懲役１５年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、住居侵入罪 山形地裁 2013/3/19

2440 裁判員 懲役１９年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/3/11

2438 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2013/3/8

2429 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

（S1280） 懲役２０年 傷害致死罪　（無期懲役が優先）

無罪 死体遺棄罪

2346 裁判員 懲役２１年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 奈良地裁 2012/12/17

2299 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げなど）の罪 神戸地裁 2012/11/8

2259 裁判員 懲役１６年 求刑懲役12年 1 殺人、傷害罪 高松地裁 2012/10/9

2246 裁判員 懲役１７年6月 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2012/9/24

2219 裁判員 懲役１９年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2012/8/7

2210 裁判員 懲役２０年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/7/30

2156 裁判員 懲役１３年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2012/6/29

2118 裁判員 懲役１８年 求刑懲役17年 1 殺人、現住建造物等放火罪 高知地裁 2012/5/23

S1120 裁判員 懲役２０年 求刑懲役19年 0 強姦致傷、強盗などの罪 東京地裁立川支部 2012/5/18

2060 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2012/3/21

裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年 1

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　検察求刑超えの判決例　（2010/5/19～2017/12/18）

C246 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 2013/10/22



2被告 2被告
懲役１５年 求刑懲役10年

2047 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 山口地裁 2012/3/15

S1057 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2012/2/10

1984 裁判員 懲役１８年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁沼津支部 2012/2/3

1974 裁判員 懲役１４年 求刑懲役13年 0 殺人未遂、逮捕監禁罪 盛岡地裁 2012/1/27

1863 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/10/28

S980 裁判員 懲役１５年 求刑懲役13年 0 強姦致傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/9/15

S972 裁判員 懲役１８年 求刑懲役17年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁 2011/9/6

S935 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2011/6/16

1711 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/6/13

1596 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2011/3/2

S863 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 宇都宮地裁 2011/2/3

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

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

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

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

2012/3/212059 裁判員 1 傷害致死罪 大阪地裁


