
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3729 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 水戸地裁 2017/12/26

3725 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2017/12/25

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

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）などの罪
（裁判員裁判除外）

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

3702 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 長野地裁松本支部 2017/11/30

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）などの罪
（裁判員裁判除外）

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

3697 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 殺人未遂などの罪 高松地裁 2017/11/27

3688 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 盛岡地裁 2017/11/21

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

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

3656 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁 2017/10/12

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

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

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

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

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

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

3571 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2017/5/31

3540 懲役１８年8月 求刑懲役20年 0 組織犯罪処罰法違反（組織的な殺人未遂）などの罪 福岡地裁 2017/3/22

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

3517 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2017/3/8

3507 裁判員 懲役１４年6月 求刑懲役17年 0 殺人未遂などの罪　（ストーカー） 東京地裁立川支部 2017/2/28

まさかりの部屋　殺人事件・判例　殺人未遂罪の場合（第一審）　（2016/01/25～2017/12/26）

3717 懲役３０年 求刑無期 0 福岡地裁 2017/12/15

2017/11/293701 懲役６年 求刑懲役8年 0 福岡地裁



3493 裁判員 懲役１年（４） 求刑懲役10年 0 公務執行妨害、傷害罪　（殺人未遂罪不成立、心神耗弱状態） 千葉地裁 2017/2/3

3463 裁判員 懲役３年6月 0 殺人未遂罪 東京地裁 2016/12/16

3457 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2016/12/14

3452 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2016/12/8

3449 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2016/12/6

3441 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁 2016/11/24

3414 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 神戸地裁 2016/10/27

3380 懲役２年8月 求刑懲役8年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立、裁判員裁判除外） 福岡地裁小倉支部 2016/8/2

3349 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 宇都宮地裁 2016/6/21

3330 裁判員 無罪 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁 2016/6/3

3313 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 前橋地裁 2016/5/19

3311 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 神戸地裁姫路支部 2016/5/18

3303 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 金沢地裁 2016/4/22

3276 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 横浜地裁小田原支部 2016/3/14

3265 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 0 殺人未遂、強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2016/3/4

2被告 2被告
懲役６年 求刑懲役8年

3254 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、銃刀法違反などの罪 静岡地裁沼津支部 2016/2/23

3254 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、銃刀法違反などの罪 静岡地裁沼津支部 2016/2/23

3249 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 函館地裁 2016/2/19

3236 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 釧路地裁 2016/2/4

3227 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 京都地裁 2016/1/25

3254 裁判員 0 殺人未遂、銃刀法違反などの罪 静岡地裁沼津支部 2016/2/23


