
No. 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

*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

*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

*714 一審破棄 無罪 一審懲役4年 0 現住建造物等放火罪 大阪高裁 2017/12/7

*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

*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

*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

*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

*706 控訴棄却 懲役７年6月 0 強盗致傷などの罪 名古屋高裁 2017/9/7

*705 裁判員 無罪 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 大阪地裁 2017/7/14

*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

*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

*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

*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

*700 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷、強制わいせつ致傷、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2017/3/10

*699 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罪 前橋地裁 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

*697 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火などの罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2017/1/31

*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

*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

*694 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗、暴行罪　（強盗致傷罪不成立） 前橋地裁 2016/12/9

2被告 2被告
懲役７年 求刑懲役8年

判決

*693 裁判員 0 強盗致傷、住居侵入罪 2016/12/9静岡地裁浜松支部

殺人、殺人未遂、致死罪と併合関係が無い場合の強盗致傷や放火罪などの例です。

まさかりの部屋　殺人事件　殺人事件判例　日付順データ番外　*470～*716（2012/01/19～2017/12/22）



*693 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、住居侵入罪 静岡地裁浜松支部 2016/12/9

*693 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 0 強盗致傷、住居侵入罪 静岡地裁浜松支部 2016/12/9

*692 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役7－10年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2016/12/2

*691 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2016/11/9

*690 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 0 現住建造物等放火などの罪 前橋地裁 2016/10/31

*689 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、身代金目的拐取予備などの罪 水戸地裁 2016/10/27

*688 裁判員 懲役９年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 京都地裁 2016/10/6

*687 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 0 傷害、窃盗罪　（強盗致傷罪不成立） 名古屋地裁 2016/10/4

*686 裁判員 無罪 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 大阪地裁堺支部 2016/7/11

懲役２年6月
内6月（２）

*684 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、住居侵入罪 静岡地裁沼津支部 2016/6/23

*683 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 秋田地裁 2016/6/23

*682 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 静岡地裁 2016/5/30

*681 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火未遂などの罪 仙台地裁 2016/5/24

*680 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 爆発物取締罰則違反、建造物損壊罪 神戸地裁 2016/5/17

*679 一審破棄 無罪 一審懲役2年9月 0 強盗致傷などの罪　（心神喪失状態） 広島高裁岡山支部 2016/4/13

*678 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 0 強盗致傷、監禁などの罪 高松地裁 2016/3/23

懲役１６年 求刑懲役20年
罰金30万円 罰金30万円
2被告
懲役８年

*676 上告棄却 懲役１１年 0 爆発物取締罰則違反罪 最高裁第3小法廷 2016/3/14

*675 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 0 現住建造物等放火、激発物破裂などの罪 札幌地裁 2016/3/11

*674 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗などの罪 さいたま地裁 2016/2/26

懲役３年6月 求刑懲役6年
罰金30万円 罰金30万円

*672 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2016/2/15

*671 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2016/2/4

*670 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、窃盗罪 青森地裁 2015/12/25

*669 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2015/12/17

2016/3/15

*685 裁判員 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 名古屋地裁 2016/6/24

*677 裁判員 0 強盗致傷などの罪 静岡地裁

2016/3/14

*673 裁判員 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2016/2/25

*676 上告棄却 0 爆発物取締罰則違反罪 最高裁第3小法廷



*668 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2015/12/11

*667 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 0 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗などの罪 さいたま地裁 2015/12/4

*666 裁判員 懲役７年－１２年 求刑懲役7－13年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 京都地裁 2015/11/25

*665 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪 仙台地裁 2015/11/25

*664 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、常習累犯窃盗などの罪 さいたま地裁 2015/11/11

*663 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 爆発物取締罰則違反（製造）、威力業務妨害などの罪 宇都宮地裁 2015/11/4

*662 上告棄却 懲役８年 2 現住建造物等放火罪 最高裁第2小法廷 2015/9/15

*661 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、建造物侵入などの罪 さいたま地裁 2015/9/2

*660 裁判員 免訴 求刑懲役9年 0 暴行罪　（強盗致傷罪不成立） 福岡地裁 2015/8/7

*660 裁判員 無罪 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪　（被害者供述信用性低い） 福岡地裁 2015/8/7

*660 裁判員 無罪 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪　（被害者供述信用性低い） 福岡地裁 2015/8/7

*659 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 0 強盗致傷、監禁などの罪 高松地裁 2015/7/22

*658 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2015/7/17

*657 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/13

*656 控訴棄却 無罪 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2013/7/1

*655 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 東京地裁 2015/7/1

*654 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2015/6/19

*653 控訴棄却 懲役８年 2 現住建造物等放火罪 高松高裁 2013/6/18

*652 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 2 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2015/6/15

*651 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗罪などの罪 奈良地裁 2015/6/1

*650 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、傷害罪 さいたま地裁 2015/5/22

*649 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 現住建造物等放火、窃盗罪などの罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/18

*648 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、逮捕監禁、傷害、窃盗などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/5/15

*647 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火、脅迫などの罪 静岡地裁 2015/4/23

*646 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、監禁などの罪 高松地裁 2015/4/22

*645 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、強姦ほう助などの罪 横浜地裁 2015/3/20

*644 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、偽計業務妨害などの罪 松江地裁 2015/3/17

*643 裁判員 懲役８年 求刑懲役16年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/2/6

*642 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 高松地裁 2015/2/5



*641 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂、非現住建造物等放火罪 青森地裁 2015/1/26

*640 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 佐賀地裁 2015/1/22

*639 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、業務上横領罪 東京地裁 2014/12/11

*638 裁判員 無罪 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2014/11/21

*637 裁判員 無罪 求刑懲役6年6月 0 現住建造物等放火罪 神戸地裁 2014/11/19

*636 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 和歌山地裁 2014/11/4

*635 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、公務執行妨害などの罪 さいたま地裁 2014/10/21

*634 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火、脅迫などの罪 福島地裁 2014/7/25

*633 裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 0 身代金目的略取、監禁などの罪 東京地裁 2014/7/17

*632 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 鹿児島地裁 2014/7/9

*631 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 静岡地裁 2014/6/20

*630 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火、窃盗などの罪 大分地裁 2014/6/13

*629 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 静岡地裁 2014/6/3

*629 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 静岡地裁 2014/6/3

裁判員 懲役８年 求刑懲役9年
（合算） 懲役２年6月 求刑懲役3年

*629 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 静岡地裁 2014/6/3

*628 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、常習累犯窃盗などの罪 青森地裁 2014/5/27

**92 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 0 強盗致傷、建造物侵入などの罪 千葉地裁 2014/5/20

懲役３年（５） 求刑懲役5年
罰金20万円 罰金30万円

*626 一審破棄 懲役３年（５） 一審懲役3年6月 0 現住建造物等放火罪 名古屋高裁金沢支部 2014/4/17

*625 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 水戸地裁 2014/3/20

*624 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 爆発物取締罰則違反、逮捕監禁などの罪 東京地裁 2014/3/7

*623 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、恐喝罪 さいたま地裁 2014/3/6

**88 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2014/2/21

**87 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2014/2/7

*622 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 3 現住建造物等放火罪 大津地裁 2014/1/29

*621 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、銃刀法違反罪 青森地裁 2014/1/22

*620 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 0 強盗致傷、住居侵入罪 福岡地裁小倉支部 2014/1/22

*629 0 強盗致傷、窃盗などの罪 静岡地裁 2014/6/3

2013/4/25*627 裁判員 0 強盗致傷などの罪 神戸地裁



*619 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 前橋地裁 2014/1/16

**86 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2013/12/10

*618 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、恐喝罪 さいたま地裁 2013/11/28

*617 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 2013/11/27

*616 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 現住建造物等放火などの罪 福岡地裁 2013/11/20

**85 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2013/10/4

*615 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火、火炎びん処罰法違反罪 福岡地裁 2013/10/4

*614 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、強盗罪 さいたま地裁 2013/9/27

**84 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 千葉地裁 2013/9/20

**83 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2013/9/20

**82 裁判員 懲役４年8月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2013/9/12

**81 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、傷害、道交法違反罪 千葉地裁 2013/9/10

*613 上告棄却 無罪 0 現住建造物等放火罪 最高裁第3小法廷 2013/9/3

*612 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、強制わいせつなどの罪 宇都宮地裁 2013/8/30

**80 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2013/8/6

**79 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 現住建造物等放火、重過失致死罪 千葉地裁 2013/8/6

*611 控訴棄却 懲役６年 0 強盗致傷などの罪 名古屋高裁金沢支部 2013/8/6

**78 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、営利目的略取罪 千葉地裁 2013/7/11

**77 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 0 強盗致傷、強盗などの罪 千葉地裁 2013/7/5

*610 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 福井地裁 2013/7/1

**76 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗罪 千葉地裁 2013/6/27

2被告
懲役８年

*609 控訴棄却 懲役１１年 第2次 0 爆発物取締罰則違反罪 東京高裁 2013/6/27

*608 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 0 爆発物取締罰則違反、建造物損壊などの罪 奈良地裁 2013/6/20

*607 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 高知地裁 2013/6/18

**75 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、公務執行妨害、住居侵入罪 千葉地裁 2013/6/10

*606 上告棄却 懲役１７年 0 強盗致傷などの罪 最高裁第2小法廷 2013/5/30

*605 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 岡山地裁 2013/5/30

**74 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2013/5/24

*609 控訴棄却 第2次 0 爆発物取締罰則違反罪 東京高裁 2013/6/27



**73 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2013/5/23

**72 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/5/20

**71 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/5/17

*604 裁判員 懲役５年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火罪 岡山地裁 2013/5/17

*603 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大分地裁 2013/5/16

*602 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 奈良地裁 2013/5/10

*601 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗罪 高松地裁 2013/4/26

*600 裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 0 強盗致傷などの罪 金沢地裁 2013/4/18

*599 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 長崎地裁 2013/3/27

*598 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 0 現住建造物等放火、常習累犯窃盗罪 高松地裁 2013/3/25

*597 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、窃盗罪 名古屋地裁 2013/3/21

**70 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－8年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2013/3/19

*596 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 甲府地裁 2013/3/18

*595 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪　（心神耗弱状態） 富山地裁 2013/3/18

**69 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2013/3/15

*594 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 福井地裁 2013/3/14

*593 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2013/3/14

*592 控訴棄却 懲役１７年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2013/3/8

*591 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 金沢地裁 2013/3/8

*590 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 秋田地裁 2013/3/4

*589 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 長野地裁松本支部 2013/3/4

2被告 2被告
懲役４年 求刑懲役6年

*588 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗致傷罪 宮崎地裁 2013/2/27

*587 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 和歌山地裁 2013/2/27

**67 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 千葉地裁 2013/2/20

*586 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 身代金目的略取などの罪 名古屋地裁 2013/2/20

*585 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 高松地裁 2013/2/19

*584 上告棄却 懲役１４年 0 強盗致傷などの罪 最高裁第1小法廷 2013/2/18

*584 上告棄却 懲役１５年 0 強盗致傷などの罪 最高裁第1小法廷 2013/2/18

2013/3/1**68 裁判員 0 強盗致傷罪 千葉地裁



*584 上告棄却 懲役２０年 0 強盗致傷などの罪 最高裁第1小法廷 2013/2/18

*583 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 神戸地裁 2013/2/15

**66 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/2/14

*582 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 佐賀地裁 2013/2/7

*581 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 2013/2/5

*580 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 3 現住建造物等放火、傷害罪　（殺人罪は起訴猶予） 東京地裁 2013/1/30

*579 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、強盗致傷罪 長野地裁松本支部 2013/1/28

*578 裁判員 懲役５年10月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 秋田地裁 2013/1/25

*577 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 山形地裁 2013/1/23

*576 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪 東京地裁立川支部 2013/1/23

*575 裁判員 懲役２年6月（５） 求刑懲役5年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） 大分地裁 2013/1/18

**65 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/1/17

*574 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 青森地裁 2013/1/10

*573 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 金沢地裁 2013/1/10

*572 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷、窃盗罪 東京地裁 2013/1/10

*571 控訴棄却 懲役１年6月 差戻し控訴審 0 窃盗などの罪　（現住建造物等放火罪不成立） 東京高裁 2013/1/10

*570 控訴棄却 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 延焼罪　（現住建造物等放火罪不成立） 札幌高裁 2013/1/8

*569 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 奈良地裁 2012/12/27

*569 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 奈良地裁 2012/12/27

*568 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火などの罪 神戸地裁 2012/12/20

*567 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 高松地裁 2012/12/20

*566 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2012/12/19

*565 上告棄却 懲役１７年 3 現住建造物等放火罪 最高裁第2小法廷 2012/12/12

*564 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 福井地裁 2012/12/12

**64 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪　（心神喪失状態） 京都地裁 2012/12/7

*563 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷教唆などの罪 東京地裁立川支部 2012/12/7

*562 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪　（自首） 秋田地裁 2012/12/6

**63 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/12/4

2被告 2被告
懲役３年（５） 求刑懲役7年

**62 裁判員 0 強盗致傷、傷害、恐喝罪 千葉地裁 2012/11/30



*561 裁判員 刑の免除 求刑懲役10年 0 恐喝罪　（強盗致傷、強盗罪不成立） 横浜地裁 2012/11/30

*560 裁判員 懲役８年4月 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 前橋地裁 2012/11/29

*559 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、強制わいせつ致傷などの罪 大津地裁 2012/11/28

*558 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 高松地裁 2012/11/21

*558 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 高松地裁 2012/11/21

*557 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 山口地裁 2012/11/21

*557 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 山口地裁 2012/11/21

*557 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 山口地裁 2012/11/21

*556 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗致傷教唆などの罪 東京地裁立川支部 2012/11/21

*555 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/11/16

*554 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 現住建造物等放火、傷害罪 宇都宮地裁 2012/11/8

*553 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 大津地裁 2012/11/8

*553 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 大津地裁 2012/11/8

*552 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁 2012/11/5

*551 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 水戸地裁 2012/11/2

*550 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 津地裁 2012/11/2

*549 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 宇都宮地裁 2012/11/1

*548 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 0 強盗致傷罪 甲府地裁 2012/10/30

*547 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/30

**61 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/10/25

*546 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 2012/10/18

*545 控訴棄却 懲役１４年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2012/10/16

*545 控訴棄却 懲役１５年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2012/10/16

*545 控訴棄却 懲役２０年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2012/10/16

*544 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 甲府地裁 2012/10/12

*543 控訴棄却 懲役９年 0 強盗致傷などの罪 福岡高裁 2012/10/4

**60 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷、窃盗罪 千葉地裁 2012/9/21

*542 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/9/18

**59 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、強盗、公務執行妨害罪 千葉地裁 2012/9/13



*541 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/9/13

*540 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 金沢地裁 2012/9/13

**58 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、傷害、窃盗罪 千葉地裁 2012/9/7

*539 二審破棄 審理差戻し 二審審理差戻し 0 現住建造物等放火、窃盗などの罪 最高裁第2小法廷 2012/9/7

*538 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2012/8/3

*537 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 松山地裁 2012/7/27

*536 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火、窃盗などの罪 静岡地裁沼津支部 2012/7/27

*535 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 山形地裁 2012/7/25

**57 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/7/20

*534 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、死体損壊罪 盛岡地裁 2012/7/20

*533 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷、住居侵入罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/7/20

*532 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/7/17

*531 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷教唆、建造物侵入教唆罪 東京地裁立川支部 2012/7/12

*530 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、建造物侵入などの罪 宇都宮地裁 2012/7/12

*529 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 新潟地裁 2012/7/9

**56 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪　（自主認定） 千葉地裁 2012/7/6

**55 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/7/6

**54 裁判員 懲役１１年6月 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/7/6

**54 裁判員 懲役１３年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/7/6

**54 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/7/6

*528 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 鹿児島地裁 2012/7/6

*527 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 秋田地裁 2012/7/6

**53 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/6/29

*526 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷ほう助、窃盗罪　（ほう助罪認定） 名古屋地裁 2012/6/29

*526 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、窃盗罪 名古屋地裁 2012/6/29

*525 控訴棄却 懲役３年6月 0 強盗致傷罪 名古屋高裁 2012/6/28

*524 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 現住建造物等放火罪 東京地裁立川支部 2012/6/15

*523 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 熊本地裁 2012/6/14

*522 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/6/13



*521 控訴棄却 懲役７年 0 強盗致傷罪 仙台高裁秋田支部 2012/6/12

*520 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/6/11

*519 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 宇都宮地裁 2012/6/8

*518 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、銃刀法違反などの罪 熊本地裁 2012/6/1

2被告 2被告
懲役１１年 求刑懲役12年

*516 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2012/5/30

**52 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 千葉地裁 2012/5/25

**51 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/5/25

*515 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 岡山地裁 2012/5/24

*514 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪 甲府地裁 2012/5/24

*513 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 2012/5/23

*512 裁判員 懲役２年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 宇都宮地裁 2012/5/18

*511 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 長崎地裁 2012/5/18

*510 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2012/5/18

*509 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/5/17

*508 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/5/16

*507 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 大分地裁 2012/5/11

*506 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/5/11

**50 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/4/27

*505 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/4/27

*505 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/4/27

*504 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火未遂などの罪 宇都宮地裁 2012/4/27

*503 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/4/26

*503 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/4/26

*503 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/4/26

*502 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 0 現住建造物等放火、業務上横領などの罪 熊本地裁 2012/4/25

*501 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 佐賀地裁 2012/4/20

**49 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/3/26

*500 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 京都地裁 2012/3/23

0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2012/5/31*517 裁判員



*499 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 4 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 福島地裁 2012/3/23

**48 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/3/19

2被告 2被告
懲役８年 求刑懲役11年

*498 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/3/16

*497 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火未遂罪 名古屋地裁 2012/3/15

*496 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 福井地裁 2012/3/14

*495 控訴棄却 懲役４年 0 現住建造物等放火などの罪 名古屋高裁 2012/3/13

*494 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） 名古屋地裁 2012/3/12

**46 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/3/9

**45 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 2012/3/9

*493 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/3/9

*492 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などの罪 秋田地裁 2012/3/9

*491 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/3/6

*490 上告棄却 懲役１２年 0 爆発物取締罰則違反罪 最高裁第2小法廷 2012/3/5

*489 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2012/3/1

*488 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/2/29

*487 裁判員 家裁移送 求刑懲役4－7年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2012/2/24

*486 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 秋田地裁 2012/2/24

*485 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/2/23

*484 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗致傷、住居侵入罪 宇都宮地裁 2012/2/16

*483 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 京都地裁 2012/2/14

*482 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2012/2/13

*481 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 0 強盗致傷、強盗などの罪 岡山地裁 2012/2/10

*480 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/2/10

*479 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2012/2/10

*478 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/2/9

*477 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 新潟地裁 2012/2/8

*477 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 新潟地裁 2012/2/8
2被告 2被告
懲役３年 求刑懲役6年

*477 裁判員 0 強盗致傷罪 新潟地裁 2012/2/8

**47 裁判員 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/3/16



*476 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2012/2/3

**44 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/1/31

**43 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、窃盗などの罪 千葉地裁 2012/1/27

**42 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2012/1/27

*475 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 2012/1/26

*474 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁 2012/1/25

*473 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 現住建造物等放火などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/1/24

*472 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 奈良地裁 2012/1/20

*471 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 秋田地裁 2012/1/20

**41 裁判員 懲役３年4月 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2012/1/19

*470 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 松江地裁 2012/1/19


