
No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

3731 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪 横浜地裁小田原支部 2017/12/26

*716 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 福岡地裁 2017/12/22

T96 裁判員 懲役６年－８年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2017/12/13

3714 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 2017/12/13

*715 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2017/12/12

*715 裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2017/12/12

3711 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 福島地裁 2017/12/11

3706 裁判員 懲役７年－９年 求刑懲役8－12年 1 傷害致死などの罪 神戸地裁 2017/12/4

3704 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 津地裁 2017/12/1

3698 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2017/11/27

3696 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2017/11/27

3695 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 1 殺人、殺人未遂などの罪 静岡地裁浜松支部 2017/11/24

*713 裁判員 懲役３年6月 0 強盗致傷ほう助などの罪 長野地裁 2017/11/20

3683 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2017/11/14

3681 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/11/9

3677 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/11/9

3676 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 2017/11/7

*712 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、住居侵入罪 水戸地裁 2017/11/1

*711 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 津地裁 2017/10/31

3670 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2017/10/30

3663 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2017/10/20

3655 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11

2被告 2被告
懲役８年 求刑懲役10年

3655 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11

3652 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 傷害致死ほう助、死体遺棄などの罪　（ほう助罪認定） 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3652 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2017/10/6

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　懲役10年未満（実刑）の判決例　（2017/1/10～2017/12/26）

3655 裁判員 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11



3651 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2017/10/6

3648 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2017/10/4

3644 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2017/10/2

3643 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/10/2

3638 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 高知地裁 2017/9/25

S1672 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/9/22

*710 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火、覚せい剤取締法違反（使用）罪 青森地裁 2017/9/20

*709 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 神戸地裁 2017/9/20

*708 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2017/9/15

3632 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2017/9/15

3630 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/9/13

3629 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/9/13

3627 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2017/9/12

*707 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 2017/9/11

3625 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/9/11

3623 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 前橋地裁 2017/9/8

3621 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 前橋地裁 2017/9/6

3620 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山形地裁 2017/9/1

3619 裁判員 懲役５年6月－９年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2017/8/28

3616 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2017/8/8

3615 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/8/2

3611 裁判員 懲役１年4月 求刑懲役22年 1 暴行罪　（殺人、脅迫罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2017/7/24

3605 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 京都地裁 2017/7/14

S1658 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗強姦罪 岡山地裁 2017/7/14

3600 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2017/7/11

3599 裁判員 懲役６年－９年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2017/7/11

S1656 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 前橋地裁 2017/7/6

3593 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2017/7/4

3593 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2017/7/4



3592 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 水戸地裁 2017/7/4

3591 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/6/30

S1654 裁判員 懲役８年 0 強姦致傷罪 東京地裁 2017/6/29

*704 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 神戸地裁 2017/6/26

3586 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2017/6/23

3585 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 京都地裁 2017/6/23

*703 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 静岡地裁 2017/6/14

3572 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役13年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁 2017/5/31

S1650 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗強姦、窃盗罪 大津地裁 2017/5/26

3563 裁判員 懲役７年 求刑懲役11年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/5/24

*702 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 鹿児島地裁 2017/4/28

3558 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役11年 2 殺人、承諾殺人罪 宇都宮地裁 2017/4/28

3556 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2017/4/21

3545 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/3/24

*701 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2017/3/23

3542 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 大阪地裁 2017/3/23

自動車運転処罰法違反（過失運転致死）などの罪　
（危険運転致死傷罪不成立）

3536 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪　（心神耗弱状態） 鹿児島地裁 2017/3/17

3530 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 2 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2017/3/15

3528 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/3/14

2被告 2被告
懲役９年 求刑懲役10年

3525 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 仙台地裁 2017/3/10

3524 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、強盗、銃刀法違反罪 前橋地裁 2017/3/10

3523 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2017/3/10

S1636 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 静岡地裁 2017/3/10

3520 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 旭川地裁 2017/3/9

3514 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/3/6

3512 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/3

2017/3/21

3526 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 広島地裁 2017/3/10

3538 裁判員 懲役４年 求刑懲役10年 1 さいたま地裁



裁判員

差戻し審

3502 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/2/16

*698 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 京都地裁 2017/2/8

3491 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2017/2/3

3483 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 前橋地裁 2017/1/26

*696 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2017/1/25

3480 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 静岡地裁沼津支部 2017/1/24

2被告 2被告
懲役８年 求刑懲役10年

*695 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 2017/1/19

3473 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 強盗致死などの罪　（従犯） 水戸地裁 2017/1/10

2017/2/22

3478 裁判員 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/1/24

3504 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁


