
No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

2361 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 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 2012/12/28

T64 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/12/21

2354 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 甲府地裁 2012/12/20

2349 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2012/12/18

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

2345 裁判員 無期懲役 求刑無期 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2012/12/17

2342 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦致死などの罪 札幌地裁 2012/12/14

2340 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 殺人、現住建造物等放火罪 京都地裁 2012/12/13

2339 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 京都地裁 2012/12/13

2337 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人罪 大阪地裁 2012/12/12

2332 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 富山地裁 2012/12/10

2331 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 1 殺人罪 水戸地裁 2012/12/7

2323 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2012/11/30

2319 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2012/11/29

2317 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 横浜地裁 2012/11/27

2315 裁判員 懲役２６年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 青森地裁 2012/11/22

2313 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 長野地裁 2012/11/21

2311 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2012/11/20

2305 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、殺人未遂罪 大阪地裁 2012/11/15

2302 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪　（従犯） 東京地裁 2012/11/13

2298 裁判員 懲役７年 求刑懲役13年 1 殺人罪 静岡地裁沼津支部 2012/11/8

2295 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/11/6

2292 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人、銃刀法違反罪 長野地裁 2012/11/2

2288 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 奈良地裁 2012/11/1

2285 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強制わいせつ致死などの罪 熊本地裁 2012/10/29

T61 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人、傷害などの罪 千葉地裁 2012/10/26

2282 裁判員 懲役１０年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2012/10/26
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2281 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2012/10/26

2280 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 札幌地裁 2012/10/26

2277 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 広島地裁 2012/10/22

2275 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、道交法違反（酒気帯び運転、ひき逃げ）などの罪 長野地裁 2012/10/19

2274 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 水戸地裁 2012/10/19

2271 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁 2012/10/18

2268 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2012/10/17

2267 裁判員 懲役２７年 求刑無期 1 殺人、強制わいせつ未遂などの罪 名古屋地裁 2012/10/15

2266 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 金沢地裁 2012/10/12

2263 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁 2012/10/10

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

2被告 2被告

懲役３年6月 求刑懲役12年

2258 裁判員 懲役７年 求刑懲役16年 1 殺人罪 前橋地裁 2012/10/5

2256 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 函館地裁 2012/10/4

T55 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 2012/9/28

2253 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪 東京地裁 2012/9/28

2251 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2012/9/27

2244 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2012/9/21

2240 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 津地裁 2012/9/14

2239 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 長崎地裁 2012/9/14

2238 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2012/9/14

2237 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 釧路地裁 2012/9/13

2234 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福井地裁 2012/9/11

2233 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 広島地裁 2012/9/11

2227 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人、死体損壊などの罪 横浜地裁 2012/9/7

T53 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/9/6

2225 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2012/9/5

2223 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 神戸地裁 2012/8/31

2221 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 殺人、詐欺罪 水戸地裁 2012/8/10

2258 裁判員 1 殺人罪 前橋地裁 2012/10/5



2218 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/8/6

2214 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂などの罪 広島地裁 2012/8/1

2212 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 仙台地裁 2012/8/1

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

2208 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 新潟地裁 2012/7/27

2206 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大分地裁 2012/7/26

2205 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 奈良地裁 2012/7/25

2203 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人などの罪 山口地裁 2012/7/25

2200 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人などの罪 佐賀地裁 2012/7/23

T48 裁判員 懲役２年10月 求刑懲役3年 1 殺人ほう助罪 千葉地裁 2012/7/20

2196 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦致死罪 横浜地裁 2012/7/20

2191 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2012/7/18

2179 裁判員 懲役１７年 求刑懲役19年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2012/7/11

2173 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人、死体遺棄などの罪 仙台地裁 2012/7/9

2170 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 奈良地裁 2012/7/6

2166 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2012/7/4

2156 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 福岡地裁 2012/6/29

2152 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 広島地裁 2012/6/27

2151 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2012/6/25

2150 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/6/22

2148 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/6/21

2146 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂などの罪 大津地裁 2012/6/21

2144 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/19

2141 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2012/6/15

T47 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2012/6/8

2138 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/6/8

2137 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 広島地裁 2012/6/7

2133 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 福井地裁 2012/6/6

2132 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/5



2130 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/1

2128 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2012/6/1

2123 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁 2012/5/29

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

2117 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人などの罪　（ストーカー） 大阪地裁 2012/5/23

2113 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/5/18

2111 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福島地裁 2012/5/17

2107 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/5/14

2106 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁 2012/5/14

2104 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁罪 甲府地裁 2012/5/10

2102 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人、非現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/4/27

2099 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人罪 那覇地裁 2012/4/27

2097 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2012/4/26

2095 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/4/26

2093 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/4/25

2090 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 1 殺人罪 岡山地裁 2012/4/20

2089 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2012/4/20

2088 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強制わいせつなどの罪 大津地裁 2012/4/16

2085 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、詐欺などの罪 さいたま地裁 2012/4/13

2080 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 奈良地裁 2012/3/30

2077 差戻審 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2012/3/29

2075 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火、窃盗などの罪 大阪地裁 2012/3/28

T44 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 東京地裁 2012/3/27

2066 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 佐賀地裁 2012/3/23

2065 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人、強姦致死などの罪 岡山地裁 2012/3/23

2064 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 長崎地裁 2012/3/22

2063 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火罪 名古屋地裁 2012/3/22

2058 裁判員 懲役３年 求刑懲役13年 1 同意殺人罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁堺支部 2012/3/19

2057 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鹿児島地裁 2012/3/19



2056 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/3/16

2050 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 京都地裁 2012/3/16

2048 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人罪 大阪地裁 2012/3/16

2046 差戻審 無罪 求刑死刑 2 殺人、現住建造物等放火罪不成立 大阪地裁 2012/3/15

2044 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 2 殺人罪 静岡地裁 2012/3/14

2043 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 水戸地裁 2012/3/14

2042 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪 広島地裁 2012/3/14

2040 裁判員 懲役２０年 求刑無期 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2012/3/13

2038 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人、逮捕監禁罪 甲府地裁 2012/3/9

2037 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2012/3/9

2036 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂などの罪 広島地裁 2012/3/9

2035 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2012/3/9

T42 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/3/8

2032 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 名古屋地裁 2012/3/8

2026 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪 神戸地裁 2012/3/2

2025 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 広島地裁 2012/3/2

2022 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2012/3/1

2021 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2012/2/29

2021 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2012/2/29

2020 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/2/28

2被告 2被告

無罪 求刑懲役6年

2013 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、詐欺などの罪 さいたま地裁 2012/2/24

2005 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁岡崎支部 2012/2/17

2004 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 青森地裁 2012/2/17

2000 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 岐阜地裁 2012/2/15

1994 裁判員 無罪 求刑懲役25年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪不成立 神戸地裁 2012/2/10

T35 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/2/9

1990 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪　（過剰防衛） 鹿児島地裁 2012/2/7

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

2019 裁判員 1 殺人、特別公務員暴行陵虐致死罪不成立 奈良地裁 2012/2/28



1981 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 山形地裁 2012/2/1

1978 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 札幌地裁 2012/1/27

1977 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 山口地裁 2012/1/27

1976 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 松山地裁 2012/1/27

1973 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 承諾殺人罪　（殺人罪不成立） 福島地裁 2012/1/27

1969 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 富山地裁 2012/1/25

1963 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 大阪地裁 2012/1/20

1961 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 釧路地裁 2012/1/19

1960 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 殺人、殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2012/1/17

1957 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦未遂などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/1/16

1955 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2012/1/13

1951 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 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 2011/12/27

1948 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/12/22

1944 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2011/12/22

1943 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄、窃盗罪 甲府地裁 2011/12/22

1942 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2011/12/22

1941 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/12/22

殺人、強盗殺人ほう助などの罪
区分で1件無罪、1件は強盗殺人を認めず、ほう助適用

1933 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 和歌山地裁 2011/12/16

1932 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 徳島地裁 2011/12/16

1929 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2011/12/15

1928 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人、死体遺棄罪 山形地裁 2011/12/15

1927 裁判員 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2011/12/15

1923 裁判員 懲役１５年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2011/12/14

1920 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2011/12/9

1918 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2011/12/9

1917 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反などの罪 秋田地裁 2011/12/9

1914 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 鳥取地裁 2011/12/8

1911 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 鹿児島地裁 2011/12/8

2011/12/201937 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 仙台地裁



1908 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/12/7

1904 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 盛岡地裁 2011/12/2

1895 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/11/28

1890 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2011/11/24

1881 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁浜松支部 2011/11/17

1876 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2011/11/11

1875 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/11/10

1870 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2011/11/2

1865 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2011/10/31

1862 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、住居侵入、銃刀法違反罪 大津地裁 2011/10/28

1861 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 2 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 旭川地裁 2011/10/27

1852 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、詐欺未遂罪 仙台地裁 2011/10/20

1847 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/10/14

1843 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱、自首認定） 福岡地裁小倉支部 2011/10/7

1841 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2011/10/7

1840 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 大阪地裁 2011/10/7

1838 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/10/6

1837 裁判員 無罪 区分審理 1 殺人罪不成立 仙台地裁 2011/10/6

1835 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 岐阜地裁 2011/10/5

1831 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 名古屋地裁 2011/9/30

1830 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/9/30

1825 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/9/29

1823 裁判員 懲役１１年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺未遂罪 仙台地裁 2011/9/27

1818 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2011/9/16

1817 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/9/16

1814 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪　（過剰防衛） 福岡地裁小倉支部 2011/9/16

1813 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 広島地裁 2011/9/15

1812 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2011/9/15

1804 裁判員 懲役１３年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（通り魔、心神耗弱状態） 神戸地裁 2011/9/9



1803 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 岡山地裁 2011/9/9

1801 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役13年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/9/8

1794 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/9/2

1793 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪　（自首認定） 秋田地裁 2011/9/2

1791 裁判員 無罪 求刑懲役13年 1 殺人罪不成立　（客観的証拠なし） 仙台地裁 2011/9/1

T25 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/8/10

1783 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 徳島地裁 2011/8/5

1781 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪　（無期懲役仮釈放中の犯行） 千葉地裁 2011/8/3

1778 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 大分地裁 2011/7/28

1777 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 岡山地裁 2011/7/28

1772 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2011/7/21

1771 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦、死体遺棄罪　（強姦致死罪不成立） 千葉地裁 2011/7/21

1769 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪　（従犯認定） さいたま地裁 2011/7/20

1765 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 傷害致死、暴力行為等処罰法違反罪　（殺人罪不成立） 和歌山地裁 2011/7/15

1763 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 奈良地裁 2011/7/15

1762 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 津地裁 2011/7/15

1760 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 2 殺人罪 神戸地裁 2011/7/14

T23 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/7/8

1753 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2011/7/8

1750 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人罪　（自首認定） 和歌山地裁 2011/7/7

1748 裁判員 懲役１６年 求刑無期 1 殺人などの罪 札幌地裁 2011/7/6

1744 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 さいたま地裁 2011/7/4

1740 懲役４年 求刑懲役30年 1 監禁罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2011/6/29

1740 懲役５年6月 求刑懲役30年 1 監禁、暴力行為等処罰法違反罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2011/6/29

1737 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 殺人罪 津地裁 2011/6/27

1736 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 松山地裁 2011/6/24

1733 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 釧路地裁 2011/6/23

1727 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2011/6/17

1726 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/6/17



1725 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 京都地裁 2011/6/17

1724 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人罪 新潟地裁 2011/6/17

1723 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 松山地裁 2011/6/17

1722 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人罪 横浜地裁 2011/6/17

1721 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 高松地裁 2011/6/17

1720 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪 高知地裁 2011/6/17

1716 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態、無理心中） 前橋地裁 2011/6/16

1714 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁 2011/6/14

1713 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2011/6/14

1710 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2011/6/10

1706 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 秋田地裁 2011/6/10

1705 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/6/10

2被告 2被告 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）、

無期懲役 求刑無期 銃刀法違反罪

1697 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/6/3

1696 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2011/6/3

1695 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 山形地裁 2011/6/2

1692 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 1 殺人罪 東京地裁 2011/5/31

1690 懲役１２年 求刑無期 1 傷害致死、傷害罪　（殺人、殺人未遂罪不成立） 東京地裁立川支部 2011/5/30

1687 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体損壊・遺棄罪　（殺人罪不成立） 金沢地裁 2011/5/27

1686 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 札幌地裁 2011/5/27

1685 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 名古屋地裁 2011/5/27

1682 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2011/5/26

1677 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2011/5/24

1672 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/5/20

1672 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/5/20

1671 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 松山地裁 2011/5/20

1668 無期懲役 求刑死刑 1 殺人、強制わいせつ致死罪　（殺人前科） 京都地裁 2011/5/18

1668 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/5/17

1666 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 殺人罪 東京地裁 2011/5/13

1704 1 東京地裁 2011/6/9



1665 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/5/13

1664 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 さいたま地裁 2011/5/13

1661 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2011/5/12

1658 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/4/28

1657 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 京都地裁 2011/4/28

1656 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/4/27

1648 裁判員 懲役７年 求刑懲役13年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/4/25

1647 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 札幌地裁 2011/4/25

1645 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2011/4/21

1636 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 福岡地裁 2011/3/25

1635 裁判員 懲役１６年 1 殺人、現住建造物等放火罪 東京地裁 2011/3/25

1630 死刑 求刑死刑 7 殺人、殺人未遂などの罪 東京地裁 2011/3/24

1629 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、殺人未遂などの罪　（心神耗弱状態） 金沢地裁 2011/3/24

1625 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 前橋地裁 2011/3/18

1620 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2011/3/18

1619 裁判員 懲役２３年 求刑無期 3 殺人、現住建造物等放火などの罪　（未必の殺意） 徳島地裁 2011/3/17

1618 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/3/15

1614 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2011/3/11

T15 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/3/10

1604 差戻審 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、傷害罪 名古屋地裁 2011/3/7

1602 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2011/3/4

1601 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 熊本地裁 2011/3/4

1599 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2011/3/4

1594 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 さいたま地裁 2011/3/2

1593 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 高松地裁 2011/3/2

1592 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/3/1

1589 裁判員 無期懲役 求刑無期 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2011/2/28

1588 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2011/2/28

1585 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2011/2/25



1582 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/2/25

1579 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2011/2/24

1575 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/2/21

1574 裁判員 懲役２２年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2011/2/21

1571 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、窃盗罪 東京地裁 2011/2/18

1569 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/2/17

1565 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/2/10

1564 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 広島地裁 2011/2/10

1562 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 長野地裁 2011/2/10

1561 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2011/2/10

1556 裁判員 懲役２７年 求刑懲役27年 1 殺人、殺人未遂などの罪 岡山地裁 2011/2/8

殺人、銃刀法違反（加重所持）罪不成立
（犯罪証明なし、裁判員裁判対象から除外）
殺人、銃刀法違反（加重所持）罪不成立
（犯罪証明なし、裁判員裁判対象から除外）

1552 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 前橋地裁 2011/2/4

1551 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、殺人未遂罪 釧路地裁 2011/2/4

1548 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 大分地裁 2011/2/2

1547 裁判員 無罪 求刑懲役13年 1 殺人罪不成立　（正当防衛） 静岡地裁浜松支部 2011/2/2

1544 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2011/1/31

1542 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2011/1/28

1534 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 東京地裁 2011/1/24

1531 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪　（過剰防衛） 福島地裁 2011/1/20

1527 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 金沢地裁 2011/1/18

1522 少年院送致 1 殺人、死体遺棄の非行事実 岡山家裁 2011/1/11

1521 懲役２１年 求刑懲役25年 2 殺人罪 大阪地裁 2011/1/11

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

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 3 殺人罪　（無理心中） 秋田地裁 2010/12/21

2011/2/7

1554 無罪 求刑無期 1 福岡地裁小倉支部 2011/2/7

1554 無罪 求刑懲役20年 1 福岡地裁小倉支部



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1 殺人罪 大津地裁 2010/12/2

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

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

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

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

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 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 1 殺人罪　（保険金目的） 仙台地裁 2010/11/19

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

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

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

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

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 1 殺人、銃刀法違反罪 千葉地裁 2010/11/2

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

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

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

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

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

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

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

1381 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ、無免許）などの罪 大阪地裁 2010/10/15

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

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 1 殺人などの罪 東京地裁 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

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 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

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



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

1350 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 金沢地裁 2010/9/30

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

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

1346 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 殺人ほう助罪 高知地裁 2010/9/22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1315 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、強姦致死などの罪 山形地裁 2010/9/8

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

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

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

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

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

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

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



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

1283 裁判員 懲役２５年 求刑無期 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 1 殺人、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/8/6

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

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

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

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

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

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 1 殺人、凶器準備集合などの罪 宇都宮地裁 2010/7/15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1212 裁判員 懲役２３年 求刑無期 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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

2被告 2被告

懲役３年（５） 求刑懲役7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

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

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

1147 裁判員 無期懲役 求刑無期 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

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

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

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

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

1118 死刑 求刑死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 さいたま地裁 2010/3/30

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

1111 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 長崎地裁 2010/3/26

1110 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火の罪 長野地裁上田支部 2010/3/26

1109 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪不成立 宇都宮地裁 2010/3/26

1108 無期懲役 求刑無期 3 殺人、現住建造物等放火の罪 さいたま地裁 2010/3/25

1106 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 大阪地裁堺支部 2010/3/24

1104 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2010/3/23

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

1161 裁判員 1 殺人罪　（過剰防衛） 千葉地裁 2010/5/26



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

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

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

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

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）は無罪
銃刀法違反（拳銃加重所持）の罪

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

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

1082 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2010/3/17

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

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

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

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

1069 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/3/9

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

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

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

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

1049 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 東京地裁 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

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

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

2010/3/181089 懲役４年 求刑懲役18年 1 東京地裁



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

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

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

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

1023 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強制わいせつ罪 静岡地裁沼津支部 2010/2/4

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

1018 懲役８年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄、監禁罪 広島地裁 2010/2/1

1018 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄、監禁罪 広島地裁 2010/2/1

1018 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、監禁罪 広島地裁 2010/2/1

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

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

殺人、傷害致死、詐欺などの罪
一人の殺人については無罪

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

1000 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2010/1/25

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

992 裁判員 懲役２０年 求刑無期 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

974 懲役３０年 求刑無期 1 殺人などの罪 東京地裁 2009/12/18

973 死刑 求刑死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 水戸地裁 2009/12/18

971 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 京都地裁 2009/12/17

969 裁判員 懲役５年 求刑懲役13年 1 殺人罪 佐賀地裁 2009/12/17

965 無期懲役 求刑無期 4 殺人などの罪 千葉地裁 2009/12/16

964 懲役２０年 求刑無期 4 殺人、放火などの罪　（運転手役） 神戸地裁 2009/12/16

1019 裁判員 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/2/1

2010/1/281007 無期懲役 求刑死刑 2 大阪地裁



無期懲役 求刑死刑 1 殺人、死体損壊などの罪

懲役１４年 求刑無期 1 殺人罪　（法により無期判決が優先）

958 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 旭川地裁 2009/12/14

954 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人、窃盗罪 長野地裁 2009/12/10

952 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 名古屋地裁 2009/12/10

946 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2009/12/9

939 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2009/12/3

938 死刑 求刑死刑 16 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2009/12/2

936 懲役１５年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂、銃刀法違反の罪 高知地裁 2009/11/30

932 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 広島地裁 2009/11/20

931 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 徳島地裁 2009/11/20

929 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人罪 奈良地裁 2009/11/13

923 懲役２０年 求刑懲役27年 2 殺人などの罪　（過剰防衛） 千葉地裁 2009/11/9

920 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2009/11/6

915 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 名古屋地裁一宮支部 2009/11/4

914 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 大阪地裁 2009/11/4

912 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2009/10/30

912 懲役２６年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 東京地裁 2009/10/30

912 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 東京地裁 2009/10/30

911 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、窃盗などの罪 富山地裁 2009/10/29

910 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 静岡地裁浜松支部 2009/10/29

904 懲役３０年 求刑無期 2 殺人罪 松江地裁 2009/10/22

898 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪　（無理心中） 鳥取地裁 2009/10/15

897 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂などの罪　（通り魔） 東京地裁立川支部 2009/10/15

892 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 徳島地裁 2009/10/9

891 懲役１５年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 函館地裁 2009/10/8

890 少年院送致 1 殺人の非行事実 大阪家裁 2009/10/7

888 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福島地裁郡山支部 2009/10/2

887 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2009/10/1

963 東京地裁 2009/12/16



885 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 広島地裁 2009/9/29

885 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 広島地裁 2009/9/29

883 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁罪 水戸地裁 2009/9/28

878 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 京都地裁 2009/9/24

876 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 福岡地裁 2009/9/18

872 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗などの罪 京都地裁 2009/9/16

861 児童自立支援施設送致 1 殺人の非行事実 松江家裁 2009/9/4

857 懲役２４年 求刑懲役26年 1 殺人、死体遺棄などの罪 水戸地裁 2009/8/31

殺人罪（未必の殺意）、
道交法違反（酒気帯び運転、ひき逃げ）の罪

848 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁 2009/8/6

845 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁などの罪　（見張り役） 水戸地裁 2009/7/31

834 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁 2009/7/21

831 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2009/7/15

830 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 広島地裁 2009/7/15

829 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂罪 岐阜地裁 2009/7/15

819 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪
福島地裁会津若松支

部
2009/7/6

818 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 鳥取地裁 2009/7/6

814 懲役２０年 求刑無期 1 殺人罪　（死刑確定者故、死刑が優先） 水戸地裁 2009/6/30

810 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2009/6/25

803 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 新潟地裁高田支部 2009/6/18

802 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2009/6/17

798 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 京都地裁 2009/6/16

796 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2009/6/15

795 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 大阪地裁 2009/6/12

793 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 盛岡地裁 2009/6/11

791 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 青森地裁 2009/6/10

783 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 鳥取地裁 2009/6/4

782 懲役２５年 求刑懲役30年 3 殺人、殺人未遂罪 東京地裁 2009/6/4

780 死刑 求刑死刑 7 殺人などの罪 神戸地裁 2009/5/29

854 懲役１３年 求刑懲役17年 1 大阪地裁堺支部 2009/8/21



778 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2009/5/28

777 懲役５年 求刑懲役7年 2 殺人罪 さいたま地裁 2009/5/27

776 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 横浜地裁 2009/5/26

773 懲役１６年 求刑無期 1 殺人罪　（強殺認定せず） 静岡地裁 2009/5/25

771 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 横浜地裁川崎支部 2009/5/25

769 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 さいたま地裁 2009/5/18

763 懲役１７年6月 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

763 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

763 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

761 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪不成立　（心神喪失状態） 仙台地裁 2009/5/7

757 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪　（少年時殺人の非行事実保護処分あり） 東京地裁 2009/4/23

756 懲役10月 求刑懲役20年 1 殺人罪　（無罪・共謀の証拠なし）　脅迫罪 岡山地裁 2009/4/22

754 無期懲役 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反の罪 山口地裁 2009/4/21

750 懲役１３年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 松山地裁 2009/4/16

749 無罪 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 鹿児島地裁 2009/4/16

747 懲役２５年 求刑懲役30年 1 殺人、詐欺などの罪 前橋地裁 2009/4/14

740 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪 広島地裁 2009/3/27

739 無期懲役 求刑無期 3 殺人、死体損壊、現住建造物等放火などの罪 青森地裁 2009/3/27

2被告 2被告

懲役１８年 求刑懲役20年

731 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、窃盗などの罪 東京地裁八王子支部 2009/3/24

727 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2009/3/18

724 死刑 求刑死刑 2 殺人、死体損壊、死体遺棄などの罪 神戸地裁姫路支部 2009/3/17

722 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄などの罪 高松地裁 2009/3/16

720 懲役５年-１０年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反の罪 鹿児島地裁 2009/3/12

717 懲役１５年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 札幌地裁 2009/3/11

714 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂罪などの罪 横浜地裁 2009/3/5

強盗殺人などの罪不成立
殺人、窃盗などの罪

707 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪 水戸地裁 2009/2/26

738 1 殺人罪 熊本地裁 2009/3/26

2009/2/28710 懲役１６年 求刑無期 1 広島地裁



704 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2009/2/23

702 無期懲役 求刑死刑 1 殺人、わいせつ目的略取などの罪　（殺人計画性なし） 東京地裁 2009/2/18

701 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 山口地裁 2009/2/18

700 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 奈良地裁 2009/2/17

696 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 津地裁 2009/2/10

693 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪 長崎地裁 2009/2/6

682 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 鳥取地裁 2009/1/19

678 懲役３０年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 鳥取地裁 2009/1/13

677 無期懲役 求刑死刑 5 殺人などの罪　（動機に酌量の余地、無理心中） 岐阜地裁 2009/1/13

675 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 宮崎地裁 2008/12/26

672 少年院送致 1 殺人の非行事実 金沢家裁 2008/12/25

668 無期懲役 求刑死刑 1 殺人などの罪　（概括的な殺意） 名古屋地裁 2008/12/17

659 懲役１７年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2008/12/9

657 無期懲役 求刑死刑 4 殺人、放火などの罪　（未必の殺意） 神戸地裁 2008/12/8

652 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/11/27

648 少年院送致 1 殺人の非行事実 さいたま家裁 2008/11/19

646 懲役３年（３） 求刑懲役5年 1 殺人罪 水戸地裁 2008/11/17

643 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火の罪 千葉地裁 2008/11/14

640 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 前橋地裁 2008/11/11

636 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2008/11/5

624 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 広島地裁 2008/10/16

619 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 宇都宮地裁 2008/10/2

616 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2008/9/29

606 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2008/9/9

604 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2008/9/8

602 無期懲役 求刑死刑 1 殺人,、殺人未遂、強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2008/9/4

599 懲役２６年 求刑無期 1 殺人、殺人予備罪 函館地裁 2008/8/21

598 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 宇都宮地裁 2008/8/19

597 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦致死、死体遺棄などの罪 熊本地裁 2008/8/11



595 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2008/8/8

594 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪　（無理心中） 仙台地裁 2008/8/7

589 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 青森地裁 2008/7/25

584 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2008/7/16

580 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/7/15

575 懲役２５年 求刑無期 2 殺人などの罪 那覇地裁 2008/7/8

574 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 佐賀地裁 2008/7/8

572 懲役２５年 求刑無期 1 殺人、死体損壊などの罪 東京地裁八王子支部 2008/6/30

571 懲役３年（３） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2008/6/30

569 無罪 求刑死刑 3 殺人罪不成立　（心神喪失状態） 水戸地裁土浦支部 2008/6/27

567 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪不成立　（心神喪失状態） 大阪地裁 2008/6/26

566 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2008/6/26

564 懲役２７年 求刑無期 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2008/6/20

560 懲役２４年 求刑無期 1 殺人などの罪 佐賀地裁 2008/6/10

559 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、死体遺棄罪 鹿児島地裁 2008/6/6

556 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2008/6/4

殺人罪
死体損壊罪は無罪（心神喪失状態）

553 死刑 求刑死刑 1 殺人、公選法違反（選挙の自由妨害）などの罪 長崎地裁 2008/5/26

551 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、窃盗罪 高松地裁 2008/5/22

548 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2008/5/19

544 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 津地裁 2008/4/28

543 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、死体損壊罪 東京地裁 2008/4/28

541 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2008/4/22

538 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 長野地裁松本支部 2008/4/22

531 懲役１０年 求刑懲役16年 1 殺人、死体損壊などの罪 水戸地裁 2008/4/11

530 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2008/4/10

529 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人、殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2008/4/10

522 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人罪 大阪地裁 2008/3/31

521 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2008/3/28

554 懲役７年 求刑懲役17年 1 東京地裁 2008/5/27



519 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2008/3/27

515 懲役３０年 求刑無期 1 殺人などの罪 福岡地裁 2008/3/27

514 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 秋田地裁 2008/3/26

512 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 前橋地裁 2008/3/25

511 懲役６年 求刑懲役15年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁 2008/3/24

510 懲役２６年 求刑無期 1 殺人、殺人未遂罪 宮崎地裁延岡支部 2008/3/21

508 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、死体遺棄罪 秋田地裁 2008/3/19

506 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/3/18

504 無期懲役 求刑無期 1 殺人、殺人未遂などの罪 横浜地裁 2008/3/17

499 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 神戸地裁尼崎支部 2008/3/12

498 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2008/3/11

492 無罪 求刑懲役18年 1 殺人、非現住建造物等放火罪などの罪不成立　（信用性に疑問） 福岡地裁小倉支部 2008/3/5

491 無期懲役 求刑無期 1 殺人、死体損壊などの罪 長野地裁 2008/3/5

490 医療少年院送致 1 殺人、殺人未遂の非行事実 山形家裁 2008/3/3

481 医療少年院送致 1 殺人、死体損壊の非行事実 福島家裁会津若松支部 2008/2/26

476 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2008/2/18

475 懲役２２年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2008/2/18

474 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人などの罪 奈良地裁 2008/2/15

471 無期懲役 求刑無期 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 静岡地裁浜松支部 2008/2/12

469 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/2/7

468 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄などの罪 前橋地裁 2008/2/4

466 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪　（未必の故意認定） 青森地裁 2008/2/1

464 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2008/1/31

462 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 東京地裁八王子支部 2008/1/29

461 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2008/1/24

457 死刑 求刑死刑 3 殺人などの罪 前橋地裁 2008/1/21

456 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2008/1/17

453 懲役５年-９年 求刑懲役5-10年 1 殺人などの罪　（従犯） 千葉地裁 2008/1/15

451 懲役２４年 求刑懲役27年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2008/1/10



450 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/1/9

448 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪　（主犯） 千葉地裁松戸支部 2008/1/7

447 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、窃盗罪 さいたま地裁 2007/12/28

443 懲役３年6-７年 求刑懲役4-8年 1 殺人罪 大阪地裁 2007/12/26

434 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁八王子支部 2007/12/17

432 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、保護責任者遺棄罪 札幌地裁室蘭支部 2007/12/17

429 死刑 求刑死刑 5 殺人などの罪　（事件の首謀認定） 東京地裁 2007/12/10

427 少年院送致 1 殺人などの非行事実　高裁で移送決定 函館家裁 2007/12/6

425 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪　（過剰防衛） 千葉地裁 2007/12/6

420 無罪 求刑死刑 3 殺人、詐欺などの罪不成立 広島地裁 2007/11/28

419 無期懲役 求刑死刑 4 殺人などの罪　（教唆） 神戸地裁 2007/11/28

418 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2007/11/27

417 無期懲役 求刑無期 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 横浜地裁 2007/11/26

416 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂罪 那覇地裁 2007/11/22

413 懲役６年 求刑懲役7年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 奈良地裁 2007/11/19

412 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 神戸地裁 2007/11/16

411 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 さいたま地裁 2007/11/15

407 懲役８年 求刑懲役15年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2007/11/13

405 懲役２１年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪　（通り魔殺人） 札幌地裁岩見沢支部 2007/11/8

404 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁八王子支部 2007/11/8

395 懲役１０年 求刑懲役13年 2 殺人などの罪 札幌地裁 2007/10/31

392 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 奈良地裁 2007/10/29

391 死刑 求刑死刑 2 殺人などの罪 千葉地裁 2007/10/26

389 無罪 求刑懲役5年 1 殺人罪不成立　（心神喪失状態） 大津地裁 2007/10/26

387 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2007/10/25

386 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2007/10/22

384 懲役５-８年 求刑懲役5-10年 1 殺人、火炎瓶処罰法違反などの罪 神戸地裁姫路支部 2007/10/17

383 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 大津地裁 2007/10/16

380 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人、監禁などの罪 大阪地裁 2007/10/2



380 無期懲役 求刑無期 2 殺人、監禁などの罪 大阪地裁 2007/10/2

379 懲役１２年 求刑懲役15年 2 殺人などの罪 大阪地裁 2007/4/10

375 懲役２０年 求刑無期 1 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 大阪地裁堺支部 2007/3/29

374 懲役７年 求刑懲役9年 1 殺人、死体遺棄罪 函館地裁 2007/3/29

373 懲役１２年 求刑懲役18年 2 殺人、嘱託殺人罪 旭川地裁 2007/3/29

372 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2007/3/28

370 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 釧路地裁帯広支部 2007/3/26

364 懲役２１年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2007/3/20

362 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺未遂罪 福岡地裁小倉支部 2007/3/19

361 懲役２８年 求刑無期 3 殺人などの罪 仙台地裁 2007/3/15

359 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 神戸地裁 2007/3/12

356 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊罪 横浜地裁小田原支部 2007/3/9

355 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2007/3/9

353 懲役３年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2007/3/8

351 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2007/3/7

350 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反の罪 京都地裁 2007/3/6

349 少年院送致 1 殺人の非行事実 山口家裁 2007/3/5

347 無罪 求刑無期 2 殺人、殺人未遂罪不成立　（心神喪失状態） 大阪地裁 2007/2/28

343 死刑 求刑死刑 2 殺人、死体遺棄などの罪 静岡地裁 2007/2/26

341 懲役１３年 － 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2007/2/23

340 死刑 求刑死刑 2 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 岐阜地裁 2007/2/23

337 無期懲役 求刑無期 5 殺人未遂、放火などの罪 大阪地裁 2007/2/20

333 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 横浜地裁 2007/2/8

332 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2007/2/8

329 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人罪　（無理心中） 旭川地裁 2007/2/5

327 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 神戸地裁尼崎支部 2007/1/31

324 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火の罪 千葉地裁松戸支部 2007/1/29

323 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 青森地裁 2007/1/29

2人

少年院送致
320 1 殺人の非行事実 旭川家裁 2007/1/25



317 死刑 求刑死刑 1 殺人などの罪　（無期仮出所中の犯行） 宇都宮地裁 2007/1/23

310 懲役１９年 － 2 殺人放火などの罪 さいたま地裁 2007/1/12

299 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 水戸地裁 2006/12/18

291 懲役１４年 求刑懲役15年 2 殺人、激発物破裂の罪 東京地裁 2006/12/1

289 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/11/29

288 懲役２５年 求刑無期 2 殺人罪 釧路地裁 2006/11/27

286 無罪 求刑死刑 2 殺人などの罪不成立　（信用性に疑問） 富山地裁 2006/11/21

285 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 鹿児島地裁 2006/11/17

284 無罪 求刑懲役10年 1 殺人などの罪不成立　（心身喪失状態） 静岡地裁 2006/11/17

283 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/11/16

278 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 佐賀地裁 2006/11/13

273 無期懲役 求刑無期 1 殺人など罪 大分地裁 2006/11/2

272 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人など罪 神戸地裁姫路支部 2006/11/1

271 無期懲役 求刑無期 2 殺人、傷害致死など罪 広島地裁 2006/10/31

269 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 神戸地裁 2006/10/27

268 少年院送致 3 殺人、放火などの非行事実 奈良家裁 2006/10/26

266 懲役１２年 求刑無期 1 殺人などの罪 大阪地裁 2006/10/19

265 無期懲役 求刑無期 1 殺人、死体遺棄罪 甲府地裁 2006/10/18

262 無期懲役 求刑無期 5 殺人、嘱託殺人罪 名古屋地裁 2006/10/16

260 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2006/10/12

257 死刑 求刑死刑 3 殺人、傷害致死などの罪 甲府地裁 2006/10/11

256 懲役１６年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2006/10/6

256 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2006/10/6

252 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反の罪 神戸地裁 2006/9/29

245 死刑 求刑死刑 1 殺人、わいせつ目的誘拐などの罪 奈良地裁 2006/10/10

239 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 千葉地裁 2006/9/14

236 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁熊谷支部 2006/9/12

231 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/9/7

230 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/9/7



227 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 高松地裁 2006/9/2

222 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 青森地裁 2006/8/21

221 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人罪 釧路地裁 2006/8/21

215 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強盗傷害などの罪 宇都宮地裁 2006/8/9

214 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/8/7

213 少年院送致 1 殺人の非行事実 岐阜家裁 2006/7/29

209 懲役１２年 － 2 殺人罪　（無理心中） 仙台地裁 2006/7/21

206 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 鹿児島地裁 2006/7/20

2被告 2被告

懲役１３年 求刑懲役15年

204 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、銃刀法違反の罪 さいたま地裁 2006/7/19

201 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2006/7/10

196 無期懲役 求刑死刑 1 殺人、強制わいせつ致死などの罪 広島地裁 2006/7/4

195 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2006/6/28

189 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪（従犯） 神戸地裁 2006/6/19

188 懲役4年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 津地裁四日市支部 2006/6/16

186 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 長野地裁 2006/6/14

186 懲役２０年 求刑無期 1 殺人などの罪 長野地裁 2006/6/14

186 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 長野地裁 2006/6/14

182 懲役１０年 － 1 殺人罪 東京地裁 2006/6/9

180 無期懲役 求刑無期 1 殺人など罪 東京地裁 2006/6/9

171 懲役１０年 求刑懲役11年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2006/5/23

171 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2006/5/23

166 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 松江地裁 2006/5/17

164 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪 松山地裁 2006/5/16

159 懲役２０年 求刑無期 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2006/5/12

159 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2006/5/12

157 懲役８年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/5/10

155 懲役１８年 求刑懲役20年 3 殺人罪 大阪地裁 2006/5/8

153 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 甲府地裁 2006/4/27

205 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/7/20



151 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 長野地裁松本支部 2006/4/25

150 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 岐阜地裁 2006/4/21

148 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/4/10

144 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、逮捕監禁の罪 東京地裁 2006/3/27

141 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（無理心中） 神戸地裁 2006/3/23

140 懲役５～１０ 求刑同じ 1 殺人罪 函館地裁 2006/3/23

138 懲役１５年 求刑無期 1 殺人、現住建造物放火などの罪 福島地裁郡山支部 2006/3/22

135 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 仙台地裁 2006/3/20

134 無期懲役 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 福島地裁郡山支部 2006/3/20

127 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2006/3/14

2被告 2被告

懲役２０年 求刑懲役20年

127 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 東京地裁 2006/3/14

126 無期懲役 求刑無期 1 殺人、業務上横領などの罪 横浜地裁横須賀支部 2006/3/13

125 懲役５年６月 求刑懲役10年 1 殺人、道路交通法違反の罪 さいたま地裁川越支部 2006/3/10

123 懲役３年６月 求刑懲役8年 1 殺人罪 徳島地裁 2006/3/9

121 懲役２０年 求刑無期 1 殺人、詐欺罪 さいたま地裁 2006/3/8

120 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人、死体損壊などの罪　（ほう助犯） 東京地裁 2006/3/7

119 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 神戸地裁 2006/3/7

115 懲役１２年 求刑懲役17年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/2/28

114 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂などの罪 京都地裁 2006/2/27

113 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 青森地裁 2006/2/24

112 懲役２０年 求刑懲役30年 3 殺人罪　（心神耗弱状態） 奈良地裁 2006/2/24

111 懲役４年 求刑懲役10年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2006/2/24

109 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強盗などの罪 名古屋地裁 2006/2/24

106 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福島地裁 2006/2/23

104 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺未遂の罪 宇都宮地裁 2006/2/23

98 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 青森地裁 2006/2/17

91 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人罪 神戸地裁 2006/2/10

90 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪 前橋地裁高崎支部 2006/2/10

2006/3/14127 1 殺人罪 東京地裁



87 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/2/8

86 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/2/8

85 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/2/8

84 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪 福岡地裁久留米支部 2006/2/7

82 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人、死体遺棄の罪 大分地裁 2006/2/1

3被告 3被告

懲役１０年 求刑懲役11年

80 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/2/3

79 懲役４年 － 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/2/1

75 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2006/1/27

73 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄の罪 甲府地裁 2006/1/26

71 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/1/25

70 無罪 求刑懲役20年 1 殺人、未成年者略取の罪不成立　（信用性に疑問） 名古屋地裁 2006/1/24

69 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/1/24

65 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2006/1/19

64 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/1/19

63 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人、死体損壊などの罪 さいたま地裁 2006/1/18

60 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 釧路地裁 2006/1/16

56 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪　（無理心中） 広島地裁 2005/12/26

55 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 津地裁 2005/12/26

50 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 東京地裁八王子支部 2005/12/20

47 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 旭川地裁 2005/12/5

46 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 高松地裁 2005/12/17

45 懲役１７年 － 1 殺人などの罪 東京地裁 2005/12/16

43 死刑 求刑死刑 2 殺人などの罪 千葉地裁 2005/12/12

42 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2005/12/9

2被告 2被告

無期懲役 求刑死刑

32 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 長崎地裁 2005/11/11

29 無期懲役 求刑無期 1 殺人、窃盗、住居侵入などの罪 福島地裁 2005/10/29

36 1 殺人、身代金目的略取などの罪 名古屋地裁 2005/11/29

82 1 殺人、死体遺棄の罪 大分地裁 2006/2/1



27 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体損壊罪等 名古屋地裁 2005/10/26

22 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 福島地裁郡山支部 2005/10/14

21 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 那覇地裁 2005/10/13

19 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2005/10/12

17 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁罪 東京地裁 2005/10/11

15 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 那覇地裁沖縄支部 2005/10/1

2被告 2被告

死刑 求刑死刑

9 無期懲役 求刑無期 2 殺人、放火などの罪 さいたま地裁 2005/9/26

4 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、詐欺未遂罪 青森地裁 2005/7/22

2 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 青森地裁 2005/7/14

11 7 殺人、傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2005/9/28


