
No. 判決 求刑（備考） 死者数 罪名 裁判所 日付

3730 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2017/12/26

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

3726 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑懲役10－15年 1 殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 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

3719 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 0 強盗殺人未遂、建造物侵入罪 千葉地裁 2017/12/18

3718 控訴棄却 懲役１８年8月 0 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）などの罪 福岡高裁 2017/12/18

3713 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 仙台地裁 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

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

3693 裁判員 懲役１０年 求刑無期 1 傷害致死、死体遺棄罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2017/11/22

3692 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2017/11/22

3691 裁判員 懲役１１年 求刑懲役20年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 前橋地裁 2017/11/22

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

3687 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 殺人罪 長崎地裁 2017/11/20

3674 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/11/2

3665 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 2 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁沼津支部 2017/10/24

3664 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/10/23

3661 控訴棄却 懲役１２年 2 殺人罪 福岡高裁那覇支部 2017/10/19

3658 上告棄却 懲役１６年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2017/10/16

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

3650 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/10/6

3647 裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 岐阜地裁 2017/10/4

3642 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大津地裁 2017/9/29

3640 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2017/9/28

3636 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 和歌山地裁 2017/9/22

3635 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 仙台地裁 2017/9/22

3628 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 奈良地裁 2017/9/12
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3624 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2017/9/11

3622 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2017/9/8

3614 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2017/8/1

3598 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人などの罪 福岡高裁 2017/7/10

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

3588 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 静岡地裁沼津支部 2017/6/27

3583 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/6/16

3579 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2017/6/12

3570 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2017/5/30

3569 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 名古屋地裁 2017/5/26

3568 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人罪 静岡地裁 2017/5/26

3567 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、現住建造物等放火罪 高松地裁 2017/5/26

3565 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2017/5/26

3560 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2017/5/19

3550 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 和歌山地裁 2017/3/28

3543 裁判員 懲役１４年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/24

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

3539 裁判員 懲役１３年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2017/3/21

3535 裁判員 懲役８年－１３年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2017/3/17

3533 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 横浜地裁 2017/3/16

3533 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 横浜地裁 2017/3/16

3529 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2017/3/15

3508 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 大阪地裁 2017/3/1

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

3501 上告棄却 懲役１０年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 最高裁第3小法廷 2017/2/15

3498 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 高松地裁 2017/2/13

3495 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、覚醒剤取締法違反（使用）罪 熊本地裁 2017/2/8

3484 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人、非現住建造物等放火、死体損壊罪 札幌高裁 2017/1/26

3476 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 長野地裁 2017/1/19



3475 控訴棄却 懲役１６年 2 殺人、傷害致死罪 東京高裁 2017/1/18

3474 一審破棄 懲役１２年 一審懲役19年 1 保護責任者遺棄致死などの罪　（殺人罪不成立） 東京高裁 2017/1/13

3462 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/12/15

3450 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2016/12/7

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

3439 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2016/11/22

3438 裁判員 懲役１４年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入罪　（心神耗弱状態） 那覇地裁 2016/11/22

3437 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/11/17

3436 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2016/11/17

3433 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 甲府地裁 2016/11/14

3432 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/11/14

3425 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/11/7

3419 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑懲役10－15年 2 殺人罪 甲府地裁 2016/11/1

3417 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 2016/10/31

3415 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 広島地裁 2016/10/27

3410 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/10/21

3408 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑無期 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2016/10/19

3407 控訴棄却 懲役１０年 1 殺人、現住建造物等放火罪 東京高裁 2016/10/18

3401 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2016/10/3

3395 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/9/21

3392 控訴棄却 懲役１７年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ、無免許運転）、窃盗などの罪 大阪高裁 2016/9/15

3388 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、死体損壊罪 釧路地裁 2016/9/9

3387 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2016/9/8

3385 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/9/6

3374 裁判員 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鳥取地裁 2016/7/20

3369 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、住居侵入罪 大阪地裁 2016/7/14

3357 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 長崎地裁 2016/6/24

3356 裁判員 懲役１３年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 京都地裁 2016/6/24

3347 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、現住建造物等放火罪 前橋地裁 2016/6/20



3342 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反、窃盗罪 さいたま地裁 2016/6/14

3336 上告棄却 懲役１５年 2 強盗殺人などの罪 最高裁第3小法廷 2016/6/8

3334 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2016/6/8

3331 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2016/6/6

3324 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 2 殺人、傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2016/5/31

3321 一審破棄 審理差戻し 一審懲役14年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪高裁 2016/5/26

3318 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 名古屋地裁 2016/5/24

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

3306 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2016/4/27

3305 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2016/4/26

3302 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄、窃盗罪 神戸地裁 2016/4/22

3293 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/3/25

3288 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2016/3/23

3284 裁判員 懲役１７年 求刑懲役25年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 大阪地裁 2016/3/22

3282 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 1 殺人、現住建造物等放火罪 静岡地裁浜松支部 2016/3/18

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

3273 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/3/11

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

3264 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、殺人未遂罪 さいたま地裁 2016/3/1

3256 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 富山地裁 2016/2/24

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

3247 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2016/2/12

3243 裁判員 懲役９年－１３年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/2/10

3242 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 金沢地裁 2016/2/9

3240 裁判員 懲役７年－１２年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2016/2/9

3239 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂罪 千葉地裁 2016/2/8

3238 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 福島地裁郡山支部 2016/2/8

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



3228 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 徳島地裁 2016/1/26

3226 裁判員 懲役１２年 求刑懲役11年 1 殺人罪 青森地裁 2016/1/25

3223 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/1/19

3222 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2016/1/19

3217 上告棄却 懲役１８年 1 殺人罪 最高裁第2小法廷 2015/12/24

3209 裁判員 懲役１２年 求刑無期 1 殺人などの罪　（強盗殺人罪不成立、心神耗弱状態） 福岡地裁小倉支部 2015/12/17

3207 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 大津地裁 2015/12/15

3205 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 佐賀地裁 2015/12/14

3198 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2015/12/4

3196 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂罪 横浜地裁 2015/12/3

3193 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 松山地裁 2015/12/1

3192 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2015/11/30

3169 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、詐欺罪 鳥取地裁 2015/11/5

3165 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（ストーカー） 盛岡地裁 2015/10/30

3154 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 横浜地裁 2015/10/22

3153 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/10/19

3153 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/10/19

3148 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2015/10/8

2被告 2被告
懲役１４年 求刑懲役20年

3145 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2015/10/8

3142 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 大阪地裁 2015/10/6

3140 控訴棄却 懲役５年－１０年 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋高裁 2015/9/24

3139 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015/9/18

3138 裁判員 懲役１６年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 水戸地裁 2015/9/18

3134 裁判員 懲役１８年 1 殺人、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2015/9/17

3128 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2015/9/9

3124 控訴棄却 懲役１５年 2 強盗殺人などの罪 東京高裁 2015/9/4

3122 控訴棄却 懲役１０年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台高裁 2015/9/1

3119 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 0 殺人未遂、未成年者略取などの罪 千葉地裁 2015/8/27

3146 裁判員 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁 2015/10/8



3109 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 津地裁 2015/7/24

3104 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015/7/16

3104 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015/7/16

3101 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2015/7/13

3091 一審破棄 懲役１８年 一審懲役20年 1 殺人などの罪 福岡高裁 2015/7/8

3088 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 横浜地裁 2015/7/1

3087 控訴棄却 懲役１０年 1 強盗殺人などの罪 広島高裁 2015/6/30

3079 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2015/6/22

3077 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2015/6/18

3076 上告棄却 懲役１８年 1 殺人、詐欺罪 最高裁第2小法廷 2015/6/17

3072 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2015/6/12

3069 裁判員 懲役１０年6月 求刑懲役13年 1 殺人罪 長野地裁 2015/6/10

3068 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2015/6/10

3065 一審破棄 懲役１３年 一審懲役7年6月 1 殺人罪 東京高裁 2015/6/5

3060 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 さいたま地裁 2015/5/27

3058 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁 2015/5/27

3055 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人罪 横浜地裁 2015/5/19

3051 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2015/5/15

3050 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 広島地裁 2015/5/1

3049 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2015/5/1

3049 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2015/5/1

3042 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁沼津支部 2015/4/24

3034 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 宮崎地裁 2015/3/30

3033 控訴棄却 懲役１３年 1 強盗殺人などの罪 広島高裁 2015/3/30

3032 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 京都地裁 2015/3/27

3030 控訴棄却 懲役１４年 1 強盗致死などの罪 広島高裁 2015/3/26

3026 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2015/3/20

3023 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人、詐欺罪 仙台高裁 2015/3/19

3022 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 山形地裁 2015/3/19



裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人などの罪

（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人などの罪

3019 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015/3/18

3016 裁判員 懲役１７年 求刑懲役25年 1 殺人、加害目的略取などの罪 神戸地裁 2015/3/18

3014 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、窃盗などの罪 静岡地裁浜松支部 2015/3/17

T94 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 秋田地裁 2015/3/16

3007 一審破棄 懲役１０年 一審懲役17年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪高裁 2015/3/11

3004 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2015/3/9

2被告 2被告
懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年

3002 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015/3/4

2998 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015/3/2

2996 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015/2/25

2995 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 山形地裁 2015/2/24

2994 裁判員 懲役１４年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 東京地裁 2015/2/24

2989 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人、殺人予備などの罪 札幌地裁 2015/2/20

2987 控訴棄却 懲役１９年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2015/2/18

2984 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015/2/13

2983 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2015/2/13

2979 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 青森地裁 2015/2/10

2974 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 京都地裁 2015/2/5

2973 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 201./02/05

2967 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 奈良地裁 2015/2/2

2961 上告棄却 懲役１８年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2015/1/26

2957 控訴棄却 懲役１２年 1 殺人罪 大阪高裁 2015/1/22

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

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

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

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

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

3021 神戸地裁 2015/3/19

3003 裁判員 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/3/5



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

一審無期懲役
（求刑無期）

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

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

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

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

2014/2/272740 一審破棄 懲役１５年 1 強盗殺人などの罪 仙台高裁



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

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

2691 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2013/12/12

2689 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 福岡地裁小倉支部 2013/12/11

2687 控訴棄却 懲役１３年 1 殺人罪 仙台高裁 2013/12/10

2683 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、傷害などの罪 さいたま地裁 2013/12/6

2681 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 横浜地裁小田原支部 2013/12/5

2678 一審破棄 懲役１９年 一審懲役20年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2013/11/27

T75 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2013/11/27

2677 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2013/11/27

2674 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2013/11/22

2671 裁判員 懲役１９年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄、詐欺などの罪 大分地裁 2013/11/15

2670 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、詐欺罪 横浜地裁 2013/11/15

2660 裁判員 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、窃盗などの罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2013/11/1

2653 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 旭川地裁 2013/10/25

一審懲役18年
（求刑懲役20年）

2651 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 津地裁 2013/10/23

2646 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 熊本地裁 2013/10/18

2643 裁判員 懲役１７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 2013/10/17

2637 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、強盗未遂罪 さいたま地裁 2013/10/8

2633 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/10/7

2627 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人などの罪 東京高裁 2013/10/2

2623 上告棄却 懲役１８年 3 強盗殺人ほう助、死体遺棄罪　（ほう助罪認定） 最高裁第1小法廷 2013/9/30

2617 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2013/9/18

2613 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/9/12

2606 控訴棄却 懲役１９年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2013/8/23

2605 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 神戸地裁 2013/8/8

2598 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2013/7/29

2598 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2013/7/29

2652 一審破棄 懲役１６年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2013/10/24



2596 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 静岡地裁浜松支部 2013/7/25

2594 上告棄却 懲役１４年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2013/7/22

2593 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺などの罪 熊本地裁 2013/7/19

2592 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2013/7/18

2590 控訴棄却 懲役１５年 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/7/17

2586 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 0 強盗殺人未遂などの罪 静岡地裁沼津支部 2013/7/12

2585 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福岡地裁 2013/7/12

2575 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人などの罪 名古屋高裁 2013/7/1

2568 上告棄却 懲役１９年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2013/6/24

2561 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 山形地裁 2013/6/17

2559 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2013/6/14

2554 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2013/6/7

T69 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/6/3

2546 裁判員 懲役１７年 求刑無期 1 殺人罪 京都地裁 2013/5/31

2544 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2013/5/30

2542 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、住居侵入、銃刀法違反罪 佐賀地裁 2013/5/30

2441 控訴棄却 懲役１０年 1 殺人罪 札幌高裁 2013/5/30

2538 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2013/5/29

一審懲役28年
（求刑無期）

2532 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪 広島地裁 2013/5/27

2525 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2013/5/23

2521 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2013/5/21

2513 裁判員 懲役１７年6月 求刑懲役18年 1 殺人罪 前橋地裁 2013/5/13

2512 控訴棄却 懲役１７年 1 殺人、自動車運転過失致傷などの罪 東京高裁 2013/5/13

2506 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、器物損壊などの罪 京都地裁 2013/4/26

2500 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 岐阜地裁 2013/4/25

2496 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 広島地裁 2013/4/24

2482 上告棄却 懲役１８年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2013/4/8

2480 裁判員 懲役１３年 求刑懲役20年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2013/4/3

2013/5/282537 一審破棄 懲役１８年 3 強盗殺人ほう助、死体遺棄罪　（ほう助罪認定） 東京高裁



2480 裁判員 懲役１８年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2013/4/3

2463 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、銃刀法違反罪 徳島地裁 2013/3/19

2462 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 東京地裁 2013/3/19

2461 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 大分地裁 2013/3/19

2461 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大分地裁 2013/3/19

2460 懲役１４年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪　（未決勾留1000日算入） 大阪地裁 2013/3/19

2459 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2013/3/18

2457 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 岐阜地裁 2013/3/18

2452 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2013/3/14

2441 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 0 殺人未遂、銃刀法違反（発射の禁止など）罪 宮崎地裁 2013/3/11

2440 裁判員 懲役１９年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/3/11

2436 裁判員 懲役１０年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2013/3/8

2433 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁 2013/3/7

2432 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2013/3/7

2424 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 山口地裁 2013/3/4

一審懲役20年
（求刑懲役16年）

2417 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2013/2/22

2414 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 山形地裁 2013/2/21

2412 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、傷害などの罪 宇都宮地裁 2013/2/20

2411 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/2/20

2410 上告棄却 懲役１８年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2013/2/19

2408 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 0 殺人未遂、危険運転致傷などの罪 千葉地裁 2013/2/18

2401 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 水戸地裁 2013/2/8

2399 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、窃盗などの罪 京都地裁 2013/2/8

2397 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 釧路地裁 2013/2/7

2394 上告棄却 懲役１７年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2013/2/4

2391 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 前橋地裁 2013/2/1

2385 控訴棄却 懲役１７年 0 強盗殺人未遂罪 名古屋高裁金沢支部 2013/1/31

2384 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人罪 旭川地裁 2013/1/31

2419 一審破棄 懲役１４年 1 殺人罪 大阪高裁 2013/2/26



2382 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2013/1/30

2378 裁判員 懲役１４年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/1/25

2375 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 奈良地裁 2013/1/25

2371 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2013/1/24

2370 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2013/1/24

2369 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/1/24


