
No. 判決 求刑（備考） 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

3723 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 0 殺人などの罪 東京地裁 2017/12/20

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）

3700 裁判員 懲役２７年 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2017/11/28

3678 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄罪 福島地裁 2017/11/9

3678 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄罪 福島地裁 2017/11/9

3672 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2017/10/31

3662 控訴棄却 懲役２６年 1 強盗致死などの罪 仙台高裁 2017/10/19

3649 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人などの罪 長野地裁松本支部 2017/10/5

3645 上告棄却 懲役２５年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 最高裁第1小法廷 2017/10/3

3604 控訴棄却 懲役３０年 1 強盗致死などの罪 仙台高裁 2017/7/13

3597 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 高知地裁 2017/7/7

3581 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂罪 神戸地裁 2017/6/15

3576 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 強盗致死、死体遺棄などの罪 福島地裁郡山支部 2017/6/6

3559 裁判員 懲役２０年 求刑懲役30年 1 殺人、有印私文書偽造・同行使などの罪 福島地裁郡山支部 2017/5/19

3557 一審破棄 懲役２５年 一審無期懲役 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 福岡高裁宮崎支部 2017/4/27

3555 上告棄却 懲役２２年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 最高裁第1小法廷 2017/4/18

3554 控訴棄却 懲役２３年 1 殺人、死体損壊などの罪 札幌高裁 2017/4/18

2被告
懲役２３年

3548 控訴棄却 懲役２８年 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡高裁 2017/3/27

3510 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/3/3

3506 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 鹿児島地裁 2017/2/28

3494 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死、死体遺棄などの罪 福島地裁郡山支部 2017/2/7

3487 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/1/27

3485 控訴棄却 懲役３０年 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡高裁 2017/1/27

3482 裁判員 懲役２２年 求刑懲役27年 1 殺人、詐欺罪 神戸地裁姫路支部 2017/1/26

3477 控訴棄却 懲役２２年 1 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 東京高裁 2017/1/24

2017/12/15

3553 控訴棄却 4 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌高裁 2017/4/14

3717 懲役３０年 求刑無期 0 福岡地裁

まさかりの部屋　殺人事件・判例　懲役20年以上の場合　（2006/1/23～2017/12/20）



3467 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 大分地裁 2016/12/19

3461 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2016/12/15

3456 裁判員 懲役２１年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2016/12/14

3451 裁判員 懲役２８年 求刑無期 1 殺人などの罪 東京地裁 2016/12/7

3444 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、死体損壊などの罪 釧路地裁 2016/11/29

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役23年

3418 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 強盗殺人などの罪　（従犯） 山形地裁 2016/10/31

3416 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2016/10/28

3402 控訴棄却 懲役３０年 2 殺人、死体遺棄などの罪 名古屋高裁金沢支部 2016/10/4

3397 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2016/9/26

3381 裁判員 懲役２８年 求刑無期 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/8/8

3373 裁判員 懲役２６年 求刑無期 1 殺人、保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2016/7/20

3355 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 強盗殺人などの罪 札幌地裁 2016/6/24

3353 裁判員 懲役３０年 求刑無期 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/6/24

3352 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2016/6/23

3327 裁判員 懲役２４年 求刑懲役27年 1 殺人、業務上横領などの罪 広島地裁 2016/6/2

3319 控訴棄却 懲役２１年 3 殺人、傷害致死などの罪　（従犯） 大阪高裁 2016/5/25

3310 控訴棄却 懲役２８年 2 殺人、薬事法（現医薬品医療機器法）違反罪 東京高裁 2016/5/17

3297 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 2016/3/30

3285 裁判員 懲役２７年 求刑無期 3 殺人、非現住建造物等放火、銃刀法違反罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/3/22

3281 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2016/3/18

裁判員
差戻し審

3270 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、窃盗などの罪 千葉地裁 2016/3/9

3262 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、死体遺棄、窃盗罪 福井地裁 2016/3/1

3253 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2016/2/23

3245 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 3 殺人などの罪 神戸地裁 2016/2/12

3225 裁判員 懲役２２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 2016/1/22

3216 裁判員 懲役２５年 求刑無期 1 殺人などの罪 水戸地裁 2015/12/22

3428 裁判員 4 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2016/11/10

2016/3/153277 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 東京地裁立川支部



3201 控訴棄却 懲役２２年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌高裁 2015/12/8

3187 裁判員 懲役２５年 求刑無期 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2015/11/27

3178 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、薬事法違反（危険ドラッグ使用）罪 横浜地裁 2015./11/16

3176 上告棄却 懲役３０年 1 強盗致死罪 最高裁第2小法廷 2015/11/13

3171 控訴取下 懲役２１年 3 殺人、傷害致死、詐欺などの罪　（1件殺人罪不成立） 大阪高裁 2015/11/10

3147 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 神戸地裁 2015./10/08

3被告 3被告
懲役２１年 求刑懲役30年

3100 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2015./07/13

3094 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2015./07/09

3074 上告棄却 懲役２０年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪 最高裁第1小法廷 2015/6/15

3061 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、殺人予備罪　（ストーカー） 大阪地裁 2015/5/28

2被告 2被告
懲役３０年 求刑懲役30年

3046 上告棄却 懲役３０年 1 殺人、銃刀法違反罪 最高裁第3小法廷 2015/4/28

3025 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2015./03/20

3011 上告棄却 懲役２８年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2015/3/13

2982 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁堺支部 2015/2/10

2977 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大分地裁 2015./02/06

2976 一審破棄 審理差戻し 一審懲役22年 1 殺人などの罪　（ストーカー、訴訟手続き違反） 東京高裁 2015/2/6

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

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

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

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

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

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

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

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

一審無期懲役
（求刑無期）

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

3048 差戻し審 1 殺人、監禁などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 2015/4/30

3131 裁判員 3 殺人、傷害致死、詐欺などの罪　（1件殺人罪不成立） 神戸地裁 2015/9/16

2014/9/172877 一審破棄 懲役３０年 1 強盗致死罪 東京高裁



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

一審無罪
（求刑懲役25年）

2698 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2013/12/20

2696 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、傷害罪 神戸地裁姫路支部 2013/12/19

2692 裁判員 懲役２７年 求刑無期 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/12/13

2679 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2013/11/28

2649 控訴棄却 懲役２５年 1 殺人などの罪 札幌高裁 2013/10/22

2644 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反罪 神戸地裁 2013/10/17

2635 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2013/10/8

2628 控訴棄却 懲役２０年 1 殺人罪 東京高裁 2013/10/3

2616 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗殺人、窃盗、詐欺罪 横浜地裁小田原支部 2013/9/17

2615 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 1 殺人、傷害などの罪 福岡地裁 2013/9/13

2599 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2013/7/29

2589 裁判員 懲役２８年 求刑無期 2 殺人、傷害致死などの罪　（1人殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/7/17

2582 裁判員 懲役２６年 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 札幌地裁 2013/7/11

2577 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊などの罪 さいたま地裁 2013/7/5

2574 裁判員 懲役２５年 求刑無期 1 殺人などの罪 札幌地裁 2013/6/28

2565 控訴棄却 懲役２６年 1 殺人などの罪 仙台高裁 2013/6/20

2704 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 2014/1/16



2524 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 青森地裁 2013/5/23

2518 裁判員 懲役２０年 求刑無期 1 殺人罪 甲府地裁 2013/5/17

裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪

（合算） 懲役３年 求刑懲役3年 - 銃刀法違反罪

2485 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/4/11

2477 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/3/28

2472 上告棄却 懲役３０年 2 殺人罪 最高裁第2小法廷 2013/3/25

2458 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2013/3/18

2454 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 3 殺人罪　（無理心中） 鹿児島地裁 2013/3/15

2423 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人などの罪 広島地裁 2013/3/4

2402 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 甲府地裁 2013/2/8

2393 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2013/2/4

2373 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入などの罪 千葉地裁 2013/1/25

2365 控訴棄却 懲役２５年 1 殺人罪 東京高裁 2013/1/16

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

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

2333 上告棄却 懲役２０年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2012/12/10

2326 控訴棄却 懲役３０年 2 殺人罪 大阪高裁 2012/12/5

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

2310 上告棄却 懲役３０年 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2012/11/19

2308 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 水戸地裁 2012/11/19

2307 控訴取下 懲役２７年 1 殺人、強制わいせつ未遂などの罪 名古屋高裁 2012/11/16

2289 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2012/11/1

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

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

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

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

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

2229 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 横浜地裁 2012/9/10

2488 大阪地裁 2013/4/12



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

2217 控訴棄却 懲役３０年 2 殺人などの罪 名古屋高裁 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

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

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

2199 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 札幌地裁 2012/7/20

2178 控訴棄却 懲役２０年 1 殺人などの罪 東京高裁 2012/7/11

2155 控訴棄却 懲役２３年 1 殺人、詐欺未遂罪 仙台高裁 2012/6/28

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

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

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

2071 裁判員 懲役２８年 求刑無期 3 強盗殺人、死体遺棄罪　（従犯、遺体運搬役） 長野地裁 2012/3/27

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

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

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

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

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

一審懲役12年
求刑無期

2007 上告棄却 懲役２０年 1 殺人罪 最高裁第2小法廷 2012/2/20

1991 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 0 殺人未遂、爆発物取締罰則違反などの罪 福岡地裁 2012/2/9

1953 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗殺人未遂などの罪 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

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

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

1913 裁判員 懲役２３年 求刑懲役24年 2 傷害致死、死体遺棄罪 新潟地裁 2011/12/8

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

1898 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 殺人未遂、強姦致傷などの罪 大阪地裁 2011/11/29

1877 控訴棄却 懲役２３年 3 殺人、現住建造物等放火などの罪 高松高裁 2011/11/15

2030 一審破棄 懲役２２年 1 殺人、殺人未遂罪 東京高裁 2012/3/5



1871 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/11/2

1868 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 鹿児島地裁 2011/11/1

1867 上告棄却 懲役２０年 3 危険運転致死傷などの罪 最高裁第3小法廷 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

1855 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 神戸地裁姫路支部 2011/10/21

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

1829 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 神戸地裁 2011/9/30

1824 控訴棄却 懲役３０年 1 強盗致死などの罪 東京高裁 2011/9/28

2被告 2被告
懲役２２年 求刑懲役25年

1809 控訴棄却 懲役３０年 1 強盗致死などの罪 名古屋高裁 2011/9/12

1789 上告棄却 懲役２５年 1 殺人、死体損壊遺棄などの罪 最高裁第2小法廷 2011/8/31

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

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

1732 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2011/6/23

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

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

1684 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 広島地裁 2011/5/27

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

1655 控訴棄却 懲役２３年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋高裁 2011/4/27

1651 裁判員 懲役２６年 求刑無期 1 強盗致死、死体損壊罪 千葉地裁 2011/4/26

1650 上告棄却 懲役２５年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2011/4/25

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

1621 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 名古屋地裁 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

1595 控訴棄却 懲役３０年 1 殺人などの罪 東京高裁 2011/3/2

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

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

1581 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗殺人未遂などの罪 津地裁 2011/2/25

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

1821 裁判員 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/9/21



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

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

1528 控訴棄却 懲役２５年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪高裁 2011/1/18

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

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

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

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

1471 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 強盗致死罪 熊本地裁 2010/12/3

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

1461 裁判員 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2010/12/1

1457 控訴棄却 懲役２０年 0 強盗殺人未遂などの罪 大阪高裁 2010/11/24

1440 裁判員 懲役２８年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/11/15

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

1396 裁判員 懲役２３年 求刑懲役27年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋地裁 2010/10/22

1386 上告棄却 懲役２０年 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2010/10/18

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

懲役２２年 求刑懲役25年
罰金50万円 罰金50万円

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

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

1301 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/9/2

1293 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 強盗致死、逮捕監禁罪 千葉地裁 2010/8/27

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

1342 裁判員 1 強盗致死、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/9/17



1278 控訴棄却 懲役２０年 4 殺人、現住建造物等放火などの罪　（運転手役） 大阪高裁 2010/8/4

1262 裁判員 懲役２８年 求刑無期 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/7/22

1248 上告棄却 懲役２０年 0 殺人未遂、逮捕監禁などの罪（元日本赤軍） 最高裁第2小法廷 2010/7/15

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

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

1188 控訴棄却 懲役２２年 1 強盗殺人、死体遺棄罪 東京高裁 2010/6/14

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

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

1151 控訴棄却 懲役２０年 1 殺人、銃刀法違反罪 福岡高裁 2010/5/19

1125 一審破棄 懲役３０年 一審無期懲役 1 殺人などの罪 東京高裁 2010/4/14

1121 控訴棄却 懲役２４年 1 強盗致死などの罪 東京高裁 2010/3/31

1116 懲役２２年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪（従犯） 東京地裁 2010/3/29

1114 懲役２２年 求刑懲役25年 1 強盗殺人、死体損壊・遺棄などの罪（従犯） 那覇地裁 2010/3/29

1105 懲役２０年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 大阪地裁 2010/3/24

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

1081 控訴棄却 懲役２０年 1 殺人、殺人未遂などの罪 東京高裁 2010/3/17

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役25年

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

1068 上告棄却 懲役２２年 1 殺人などの罪（心神耗弱状態） 最高裁第1小法廷 2010/3/8

1057 裁判員 懲役２８年 求刑無期 1 強盗致死、死体遺棄罪 静岡地裁沼津支部 2010/3/3

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

976 懲役２５年 求刑無期 1 強盗殺人罪 長野地裁上田支部 2009/12/18

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

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

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

933 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 静岡地裁沼津支部 2009/11/26

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

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

909 裁判員 懲役２１年 求刑懲役22年 0 強盗殺人未遂などの罪 鳥取地裁 2009/10/29

1080 裁判員 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/3/16



904 懲役３０年 求刑無期 2 殺人罪 松江地裁 2009/10/22

882 懲役３０年 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄などの罪 宇都宮地裁 2009/9/28

858 懲役２２年 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄罪 前橋地裁 2009/9/2

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

840 懲役３０年 求刑無期 1 強盗殺人罪　（従犯） 静岡地裁浜松支部 2009/7/24

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

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

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

786 控訴棄却 懲役２７年 1 殺人、殺人未遂などの罪 福岡高裁宮崎支部 2009/6/9

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

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

一審懲役7年6月 危険運転致死傷などの罪
求刑懲役25年 （一審　業務上過失致死傷などの罪）

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

一審懲役25年
求刑無期

716 上告棄却 懲役２０年 1 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 最高裁第1小法廷 2009/3/10

715 控訴棄却 懲役２５年 1 強盗殺人、死体遺棄罪　（従犯） 名古屋高裁 2009/3/9

2被告
懲役２６年

692 上告棄却 懲役２７年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2009/2/3

684 上告棄却 懲役２５年 1 殺人、詐欺未遂などの罪 最高裁第3小法廷 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

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

644 懲役２３年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂罪 大阪地裁 2008/11/14

634 懲役２５年 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2008/10/31

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

622 控訴棄却 懲役２７年 1 殺人などの罪 東京高裁 2008/10/9

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

614 一審破棄 懲役２０年 一審懲役12年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2008/9/25

2 殺人などの罪 福岡高裁那覇支部

767 一審破棄 懲役２０年 3 福岡高裁 2009/5/15

2009/3/12

715 控訴棄却 1 強盗殺人、死体遺棄罪　（従犯） 名古屋高裁 2009/3/9

719 一審破棄 懲役３０年



614 控訴棄却 懲役２５年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2008/9/25

611 控訴棄却 懲役２２年 1 殺人などの罪 名古屋高裁 2008/9/18

610 公訴棄却 被告死亡 一審懲役20年 0 殺人未遂罪などの罪 東京高裁 2008/9/9

601 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強盗殺人未遂などの罪 大阪地裁 2008/8/27

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

592 懲役２８年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 新潟地裁 2008/8/5

588 控訴棄却 懲役２０年 1 傷害致死、監禁、傷害などの罪 大阪高裁 2008/7/23

583 一審破棄 懲役２５年 一審無期 1 殺人などの罪 福岡高裁 2008/7/16

582 懲役２０年 求刑懲役30年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁 2008/7/16

575 懲役２５年 求刑無期 2 殺人などの罪 那覇地裁 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

570 控訴棄却 懲役２５年 1 殺人、詐欺未遂などの罪 東京高裁 2008/6/30

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

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

520 懲役２５年 求刑懲役27年 1 強盗殺人、死体遺棄罪 岐阜地裁 2008/3/28

2被告 2被告
懲役２６年 求刑懲役30年

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

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

493 控訴棄却 懲役２０年 1 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 大阪高裁 2008/3/6

475 懲役２２年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2008/2/18

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

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

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

436 控訴棄却 懲役２０年 0 殺人未遂などの罪 東京高裁 2007/12/20

435 懲役２３年 求刑懲役30年 3 危険運転致死罪 神戸地裁尼崎支部 2007/12/19

520 1 強盗殺人、死体遺棄罪 岐阜地裁 2008/3/28



430 一審破棄 懲役３０年 一審無期 1 殺人、ＤＶ防止法違反などの罪 高松高裁 2007/12/11

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

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

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

397 懲役２５年 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 2007/11/1

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

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

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

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

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

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

329 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人罪 旭川地裁 2007/2/5

294 懲役３０年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 奈良地裁葛城支部 2006/12/6

288 懲役２５年 求刑無期 2 殺人罪 釧路地裁 2006/11/27

275 懲役２０年 求刑無期 1 強盗殺人など罪 福島地裁 2006/11/3

246 懲役３０年 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 前橋地裁 2006/9/26

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

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

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

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

2被告 2被告
懲役２０年 求刑懲役20年

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

112 懲役２０年 求刑懲役30年 3 殺人罪 奈良地裁 2006/2/24

107 懲役２０年 求刑無期 0 逮捕監禁、殺人未遂などの罪 東京地裁 2006/2/23

91 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人罪 神戸地裁 2006/2/10

76 懲役２５年 求刑無期 1 強盗殺人、放火などの罪 広島地裁 2006/1/27

67 懲役２０年 求刑懲役20年 3 危険運転致死傷罪 仙台地裁 2006/1/23

127 1 殺人罪 東京地裁 2006/3/14


