
No. 判決 求刑（備考） 死者数 罪名 裁判所 日付

2953 裁判員 懲役１５年 求刑無期 2 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/12/25

2952 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 長野地裁松本支部 2014/12/24

2951 控訴棄却 懲役１７年 1 殺人などの罪 福岡高裁 2014/12/24

2950 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人、銃刀法違反（加重所持、発射）罪 大阪高裁 2014/12/24

2949 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2014/12/22

2948 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 京都地裁 2014/12/22

2947 控訴棄却 死刑 2 強盗殺人などの罪 大阪高裁 2014/12/19

2946 一審破棄 懲役１５年 一審懲役11年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/12/18

2945 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2014/12/18

2944 懲役５年 求刑懲役10年 1 嘱託殺人罪 京都地裁 2014/12/18

2944 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 嘱託殺人罪 京都地裁 2014/12/18

2943 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 広島地裁 2014/12/18

2942 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪 岐阜地裁 2014/12/17

2941 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人などの罪 名古屋高裁 2014/12/16

2940 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 和歌山地裁 2014/12/15

2939 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2014/12/12

2938 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 東京地裁 2014/12/12

2937 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2014/12/11

2936 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 水戸地裁 2014/12/10

2935 控訴棄却 懲役５年－８年6月 1 傷害致死などの罪 名古屋高裁金沢支部 2014/12/9

2934 上告棄却 懲役１７年 1 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/12/8

2933 上告棄却 懲役８年 1 傷害致死罪 最高裁第3小法廷 2014/12/8

2932 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 2 危険運転致死傷罪 長崎地裁 2014/12/8

2931 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 福島地裁郡山支部 2014/12/5

2930 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（無理心中） 山形地裁 2014/12/5

2929 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 鳥取地裁 2014/12/3
2被告
無罪
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2014/12/22928 上告棄却 1 殺人、特別公務員暴行陵虐致死罪 最高裁第3小法廷



2927 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2014/12/2

2926 上告棄却 死刑 2 強盗殺人、殺人などの罪 最高裁第3小法廷 2014/12/2

2925 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 東京地裁 2014/11/28

2924 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人罪 大阪高裁 2014/11/28

2923 上告棄却 無期懲役 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/11/26

2922 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2014/11/21

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

2920 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 山形地裁 2014/11/18

2919 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2014/11/14

2918 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2014/11/14

2917 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 横浜地裁小田原支部 2014/11/13

2916 控訴棄却 懲役２３年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2014/11/13

2915 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 青森地裁 2014/11/11

2914 上告棄却 懲役３０年 1 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/11/10

2913 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/11/10

2912 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2014/11/6

2911 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 東京地裁 2014/10/31

2910 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 奈良地裁 2014/10/31

2909 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 東京地裁立川支部 2014/10/31

2908 上告棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/10/28

2907 上告棄却 無期懲役 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 最高裁第2小法廷 2014/10/28

2906 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 山形地裁 2014/10/24

2905 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 松江地裁 2014/10/24

2904 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2014/10/24

2903 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 神戸地裁 2014/10/23

2902 控訴棄却 懲役３年6月－５年 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/22

2902 控訴棄却 懲役５年－７年 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/22

2被告

懲役５年－８年

2901 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福島地裁 2014/10/22

2902 控訴棄却 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/22



2900 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/10/20

2899 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪　（心神喪失状態） 福岡地裁 2014/10/20

2898 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 1 危険運転致死などの罪 水戸地裁 2014/10/17

2897 一審破棄 懲役２１年 一審懲役23年 1 強盗致死などの罪 大阪高裁 2014/10/16

2896 上告棄却 死刑 3 殺人、死体遺棄罪 最高裁第1小法廷 2014/10/16

2895 上告棄却 懲役２８年 2 殺人、傷害致死などの罪 最高裁第2小法廷 2014/10/15

2894 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2014/10/14

2893 上告棄却 懲役１８年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 最高裁第1小法廷 2014/10/10

2892 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/10/8

2891 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京高裁 2014/10/3

2890 控訴棄却 懲役２年（３） 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/3

2890 控訴棄却 懲役３年（４） 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/3

2890 一審破棄 懲役３年（５） 一審懲役3年6月 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/3

2889 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、死体遺棄などの罪 神戸地裁 2014/10/2

2889 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄などの罪 神戸地裁 2014/10/2

2888 控訴棄却 死刑 3 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京高裁 2014/10/1

2887 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2014/9/25

2886 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京高裁 2014/9/25

一審懲役30年
（求刑無期）
（差戻し控訴審）

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役10年

2884 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2014/9/19

2883 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 京都地裁 2014/9/19

2882 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2014/9/19

2881 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 0 強盗殺人未遂罪 高松地裁 2014/9/18

2880 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁 2014/9/18

2被告

懲役６年

2878 上告棄却 無期懲役 （求刑死刑） 2 強盗殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/9/17

2014/9/182879 控訴棄却 （差戻し控訴審） 1 保護責任者遺棄致死罪 広島高裁

2014/9/24

2884 裁判員 1 傷害罪　（傷害致死罪不成立） 名古屋地裁 2014/9/19

2885 一審破棄 無期懲役 1 殺人などの罪 仙台高裁



一審無期懲役
（求刑無期）

2876 裁判員 懲役４年－７年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2014/9/17

2875 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人、死体遺棄などの罪 大阪高裁 2014/9/17

2874 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2014/9/16

2873 裁判員 懲役１３年 求刑無期 1 強盗致死罪　（従犯、強盗殺人罪不成立） 東京地裁 2014/9/12

2872 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 横浜地裁 2014/9/11

2871 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/9/10

2870 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 強盗致死などの罪　（従犯） 神戸地裁 2014/9/10

2869 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁立川支部 2014/9/9

2868 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 3 危険運転致死罪 京都地裁 2014/9/5

2867 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人罪 大阪高裁 2014/9/5

2866 控訴棄却 無期懲役 1 殺人、逮捕監禁などの罪 大阪高裁 2014/9/4

2865 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 大阪地裁 2014/9/3

2864 上告棄却 死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 最高裁第3小法廷 2014/9/2

2863 裁判員 懲役６年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2014/8/29

2862 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 前橋地裁 2014/8/29

2861 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 0 強盗殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2014/8/26

2861 裁判員 懲役１５年 求刑懲役22年 0 強盗殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2014/8/26

2860 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2014/8/22

2被告 2被告

無期懲役 求刑無期

2858 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、住居侵入罪 甲府地裁 2014/8/7

2857 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 名古屋地裁 2014/8/7

2856 上告棄却 懲役２７年 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 最高裁第1小法廷 2014/8/6

2855 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 2014/8/6

2854 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 秋田地裁 2014/8/5

2854 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 秋田地裁 2014/8/5

2853 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2014/8/1

2852 裁判員 懲役２２年 求刑無期 1 殺人などの罪　（ストーカー） 東京地裁立川支部 2014/8/1

2859 裁判員 1 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/8/8

2877 一審破棄 懲役３０年 1 強盗致死罪 東京高裁 2014/9/17



2851 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 盛岡地裁 2014/7/29

2851 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 盛岡地裁 2014/7/29

2850 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2014/7/28

2849 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2014/7/28

2848 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 京都地裁 2014/7/25

2847 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、爆発物取締罰則違反（使用）罪 那覇地裁 2014/7/25

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

一審二審 一審二審

破棄 懲役15年

2845 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2014/7/18

2844 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗致死などの罪 静岡地裁浜松支部 2014/7/18

2843 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 殺人、銃刀法違反（拳銃の発射）罪 大阪地裁堺支部 2014/7/18

2842 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 1 殺人罪 新潟地裁 2014/7/18

2841 裁判員 懲役１年6月（３） 求刑懲役20年 1 窃盗罪　（殺人、建造物等以外放火罪不成立） 広島地裁 2014/7/16

2840 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、わいせつ目的略取、監禁などの罪 名古屋地裁 2014/7/15

2839 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 京都地裁 2014/7/14

2838 控訴棄却 無期懲役 1 殺人などの罪 大阪高裁 2014/7/10

2837 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪　（保険金目的） 名古屋地裁 2014/7/10

2836 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京高裁 2014/7/10

2835 上告棄却 無罪  （求刑死刑） 1 殺人、強制わいせつ致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/8

2834 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁姫路支部 2014/7/8

T92 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/7/4

2833 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁 2014/7/4

2832 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/7/4

2831 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京高裁 2014/7/2

2830 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2014/7/1

2829 控訴棄却 懲役１８年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 大阪高裁 2014/7/1

T91 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/6/30

2828 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 殺人未遂ほう助、爆発物取締罰則違反罪 東京地裁 2014/6/30

2846 懲役１０年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24

2846 懲役８年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24



2827 一審破棄 懲役２０年 一審懲役17年 1 殺人罪 大阪高裁 2014/6/27

2826 死刑執行 68歳死刑囚 3 殺人などの罪 大阪拘置所 2014/6/26

2825 控訴棄却 死刑 2 殺人などの罪　（ストーカー） 福岡高裁 2014/6/24

2824 裁判員 懲役５年－８年6月 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 富山地裁 2014/6/23

2823 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死、死体遺棄罪 横浜地裁 2014/6/20

2822 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 鹿児島地裁 2014/6/20

T90 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2014/6/19

T89 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/6/19

2821 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 山形地裁 2014/6/19

2820 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 前橋地裁 2014/6/19

2819 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 青森地裁 2014/6/16

2818 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2014/6/16

2818 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2014/6/16

2817 裁判員 懲役１９年 求刑無期 1 殺人、住居侵入などの罪　（自首認定） 奈良地裁 2014/6/13

2816 上告棄却 死刑 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/6/13

2815 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人、窃盗罪 熊本地裁 2014/6/12

2814 上告棄却 無期懲役 1 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/6/9

2813 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2014/6/5

2812 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 横浜地裁 2014/6/5

2811 控訴棄却 懲役５年 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪高裁 2014/6/3

2810 控訴棄却 死刑 2 強盗殺人などの罪 仙台高裁 2014/6/3

2809 懲役２年6月 求刑懲役4年 1 嘱託殺人罪 横浜地裁 2014/5/30

2808 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 仙台高裁 2014/5/27

2807 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2014/5/26

2806 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2014/5/23

T88 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2014/5/22

2805 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人罪 鹿児島地裁 2014/5/22

2804 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/5/21

2803 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2014/5/16



2802 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄、詐欺などの罪 神戸地裁 2014/5/16

T87 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/5/15

2801 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 高知地裁 2014/5/15

2800 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2014/5/12

2799 上告棄却 無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 最高裁第2小法廷 2014/5/8

2798 控訴棄却 懲役３０年 1 強盗殺人、窃盗、詐欺罪 東京高裁 2014/4/30

2797 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/4/30

2796 一審破棄 無罪 一審懲役15年 1 殺人罪 大阪高裁 2014/4/30

T86 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷、道交法違反（酒気帯び運転）罪 横浜地裁 2014/4/25

2795 控訴棄却 懲役２８年 2 殺人、傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/4/24

2794 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人罪 名古屋高裁 2014/4/24

2793 控訴棄却 懲役２７年 2 殺人などの罪 東京高裁 2014/4/23

2792 一審破棄 懲役１０年 一審懲役12年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

2792 一審破棄 懲役１１年 一審懲役13年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

2792 一審破棄 懲役１３年 一審懲役15年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

二審破棄差戻し
二審一審破棄
一審懲役30年

2790 上告取下 懲役１５年 確定 1 強盗殺人などの罪 最高裁 2014/4/18

2789 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 札幌地裁 2014/4/17

2788 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2014/4/10

2787 控訴棄却 懲役１６年 1 傷害致死、加害目的略取などの罪 名古屋高裁 2014/4/7

2786 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/3/28

2785 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2014/3/28

2784 懲役２年4月 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 秋田地裁 2014/3/28

T85 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/3/27

2783 再審開始決定 （1980年死刑確定） 4 強盗殺人などの罪　（刑と拘置の執行停止） 静岡地裁 2014/3/27

2782 上告棄却 無期懲役 1 強盗殺人罪 最高裁第3小法廷 2014/3/26

2781 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪 さいたま地裁 2014/3/26

2780 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/3/25

2014/4/222791 二審破棄 審理差戻し 1 殺人などの罪 最高裁第3小法廷



2779 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 2014/3/24

2被告 2被告
審理差戻し 二審・一審破棄差戻し

一審懲役6年

2777 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人罪 京都地裁 2014/3/20

2776 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 京都地裁 2014/3/20

2775 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2014/3/20

2774 裁判員 懲役１７年 求刑懲役１8年 0 殺人未遂罪　（通り魔） 東京地裁 2014/3/20

2773 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人罪 和歌山地裁 2014/3/20

2772 公訴棄却 （公判停止約17年） 2 殺人などの罪　（精神病の回復見込みなし） 名古屋地裁岡崎支部 2014/3/20

2771 裁判員 懲役３年6月－５年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2771 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2被告 2被告

懲役５年－８年 求刑懲役5－10年

2770 控訴棄却 死刑 2 強盗殺人などの罪 広島高裁松江支部 2014/3/20

2769 控訴棄却 懲役１９年 1 殺人などの罪 福岡高裁 2014/3/19

2768 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、傷害罪 熊本地裁 2014/3/19

2767 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人罪 札幌高裁 2014/3/18

2被告

無期懲役

2765 上告棄却 無期懲役 （求刑死刑） 2 殺人、傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2014/3/17

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

2763 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗致死罪 さいたま地裁 2014/3/17

2762 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/3/17

2761 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 横浜地裁 2014/3/14

2760 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/3/14

2759 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、銃刀法違反罪　（指揮、見届け役） 神戸地裁 2014/3/14

2758 上告棄却 死刑 5 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2014/3/14

2757 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、保護責任者遺棄罪 大分地裁 2014/3/13

2756 控訴棄却 死刑 3 殺人などの罪 東京高裁 2014/3/12

2755 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人、死体遺棄罪 福岡地裁 2014/3/11

2014/3/182766 上告棄却 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪 最高裁第3小法廷

2771 裁判員 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2778 二審破棄 1 保護責任者遺棄致死罪 最高裁第1小法廷 2014/3/20



T84 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/3/10

無期懲役 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

懲役１２年 1 傷害致死罪　（無期懲役を優先）

2753 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 鳥取地裁 2014/3/10

2752 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 大阪地裁堺支部 2014/3/10

2751 上告棄却 死刑 16 殺人、現住建造物等放火などの罪 最高裁第1小法廷 2014/3/6

T83 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

T83 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

2750 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2014/3/5

2749 一審破棄 懲役３年6月 一審懲役4年6月 1 逮捕監禁致死罪　死体遺棄罪は無罪 福岡高裁宮崎支部 2014/3/4

2748 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 東京地裁立川支部 2014/3/4

2747 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、逮捕監禁などの罪 神戸地裁 2014/3/4

2746 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 宇都宮地裁 2014/3/3

T82 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強盗殺人未遂などの罪 熊本地裁 2014/2/28

2745 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/2/28

2744 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 福島地裁 2014/2/28

2743 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（無理心中） 大津地裁 2014/2/27

2742 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2014/2/27

2741 一審破棄 無期懲役 一審死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 東京高裁 2014/2/27

一審無期懲役

（求刑無期）

T81 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/2/26

2739 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 2014/2/25

2738 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄などの罪 さいたま地裁 2014/2/21

2737 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 傷害致死、保護責任者遺棄罪 奈良地裁 2014/2/20

2被告 2被告

懲役８年 求刑懲役10年

2735 控訴棄却 死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 東京高裁 2014/2/20

2734 上告棄却 懲役９年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/2/18

仙台高裁 2014/2/27

2736 裁判員 1 傷害致死罪 大阪地裁 2014/2/20

2654 上告棄却 最高裁第2小法廷 2014/3/10

2740 一審破棄 懲役１５年 1 強盗殺人などの罪



一審無罪

（求刑懲役8年）

2732 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2014/2/18

2731 裁判員 懲役１０年 求刑懲役20年 0 殺人未遂などの罪　（ストーカー） 岡山地裁 2014/2/17

2730 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 那覇地裁 2014/2/14

2729 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2014/2/14

2728 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2014/2/13

2727 上告棄却 懲役１５年 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2014/2/12

2被告 2被告

懲役８年 求刑懲役10年

2726 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 鹿児島地裁 2014/2/10

T80 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂罪 千葉地裁 2014/2/7

2725 裁判員 懲役１８年 求刑懲役21年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 神戸地裁 2014/2/7

2724 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 東京地裁立川支部 2014/2/7

2723 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死罪 前橋地裁 2014/2/6

2722 控訴棄却 無期懲役 1 殺人、強要未遂などの罪 福岡高裁 2014/2/5

2721 控訴棄却 無期懲役 2 強盗殺人などの罪 広島高裁 2014/2/3

2720 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 岐阜地裁 2014/2/3

2719 控訴棄却 死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 仙台高裁 2014/1/31

2718 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁小田原支部 2014/1/30

2717 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪　（自首成立） 広島地裁 2014/1/28

2716 上告棄却 懲役２０年 1 殺人罪 最高裁第2小法廷 2014/1/27

2715 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2014/1/27

T79 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 千葉地裁 2014/1/24

2714 懲役３年 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 金沢地裁 2014/1/24

2713 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人未遂、自動車運転過失致死などの罪 京都地裁 2014/1/24

2712 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、殺人未遂罪 札幌地裁 2014/1/24

2711 控訴棄却 無期懲役 1 殺人、現住建造物等放火罪 東京高裁 2014/1/24

2710 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 東京高裁 2014/1/24

T78 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/1/23

2014/2/18

2726 裁判員 1 傷害致死などの罪 鹿児島地裁 2014/2/10

2733 一審破棄 審理差戻し 1 傷害致死罪 福岡高裁



2709 上告棄却 無期懲役 2 殺人、殺人未遂罪 最高裁第2小法廷 2014/1/21

2708 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 横浜地裁 2014/1/20

2707 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人などの罪 広島高裁 2014/1/20

2706 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 傷害致死、銃刀法違反罪 奈良地裁 2014/1/17

2705 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 神戸地裁姫路支部 2014/1/17

一審無罪
（求刑懲役25年）

2703 裁判員 懲役１７年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2014/1/14

2014/1/162704 一審破棄 懲役２０年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪 大阪高裁


