
No. 求刑（備考） 死者数 罪名・非行事実名 裁判所 日付

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

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

2303 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 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

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

2290 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 札幌地裁 2012/11/1

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

2279 裁判員 懲役１年8月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2012/10/25

2270 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 長崎地裁 2012/10/17

T57 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 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

2260 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 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

T56 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 千葉地裁 2012/10/2

2254 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 青森地裁 2012/10/2

2242 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、住居侵入罪 高松地裁 2012/9/20

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

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

2224 控訴棄却 懲役５年 2 殺人罪 広島高裁 2012/9/4

2215 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 甲府地裁 2012/8/3

T50 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2012/8/2

判決

まさかりの部屋　殺人事件・判例　懲役10年未満（実刑）の場合　（2005/12/5～2012/12/21）

2258 裁判員 1 殺人罪 前橋地裁 2012/10/5



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

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

2182 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 高知地裁 2012/7/11

2180 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 甲府地裁 2012/7/11

2176 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2012/7/10

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

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

2142 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 0 殺人未遂などの罪 広島地裁 2012/6/15

2134 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 静岡地裁沼津支部 2012/6/6

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

2131 懲役３年 求刑懲役4年 1 嘱託殺人罪 福岡地裁久留米支部 2012/6/5

2127 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂、業務上横領などの罪 奈良地裁 2012/6/1

2122 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 松山地裁 2012/5/25

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

2100 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反などの罪 大津地裁 2012/4/27

2096 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 青森地裁 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

2086 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 奈良地裁 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

2074 懲役３年 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 神戸地裁 2012/3/28

2072 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 宇都宮地裁 2012/3/27

2069 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、業務上横領などの罪 高松地裁 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

2060 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2012/3/21

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

2055 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 高松地裁 2012/3/16



2045 控訴棄却 懲役２年6月 1 殺人罪 名古屋高裁 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

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

2034 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪　（中止未遂認定） 青森地裁 2012/3/8

2029 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2012/3/5

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

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

2012 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2012/2/23

T36 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 千葉地裁 2012/2/17

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

1996 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2012/2/10

1995 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 宇都宮地裁 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

1982 懲役４年 求刑懲役5年 1 承諾殺人罪 横浜地裁横須賀支部 2012/2/2

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

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

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

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

1954 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、住居侵入罪 大津地裁 2012/1/13

1947 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 承諾殺人、殺人未遂罪 鹿児島地裁 2011/12/22

1946 控訴棄却 懲役６年 1 殺人罪 仙台高裁 2011/12/22

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

1925 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2011/12/14

T32 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2011/12/13



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

1906 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 0 殺人未遂などの罪　（ストーカー） 神戸地裁 2011/12/6

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

1891 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、住居侵入罪 新潟地裁 2011/11/24

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

T31 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2011/11/8

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

T29 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2011/10/13

1845 控訴棄却 懲役３年 0 殺人未遂などの罪 東京高裁 2011/10/11

1836 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 青森地裁 2011/10/5

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

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

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

1807 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 身代金目的略取、監禁罪 金沢地裁 2011/9/9

1807 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 0 身代金目的略取、監禁罪 金沢地裁 2011/9/9

1805 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 0 殺人未遂、銃刀法違反などの罪 大津地裁 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

1798 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 福井地裁 2011/9/8

1790 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 宇都宮地裁 2011/8/31

T26 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2011/8/26

1786 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪　（大麻取締法違反（所持）罪不成立） 東京地裁 2011/8/26

1784 一審破棄 懲役８年 一審懲役9年 0 強盗殺人未遂罪 名古屋高裁 2011/8/18

1782 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 身代金目的略取などの罪 金沢地裁 2011/8/5

1770 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 2011/7/21

1767 控訴棄却 懲役２年 0 承諾殺人未遂、現住建造物等放火未遂罪 高松高裁 2011/7/19

T24 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪　（殺人前科） 千葉地裁 2011/7/13

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

T21 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2011/6/30

1742 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 京都地裁 2011/6/30

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

1735 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 和歌山地裁 2011/6/24

1728 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2011/6/20

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

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

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

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

1702 控訴棄却 懲役７年6月 1 殺人罪 仙台高裁 2011/6/9

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

T18 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 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

1681 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 高知地裁 2011/5/25

1679 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 甲府地裁 2011/5/24

1678 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 長野地裁松本支部 2011/5/24

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

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

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

1646 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁 2011/4/22

1626 裁判員 懲役２年 求刑懲役4年 0 承諾殺人未遂、現住建造物等放火未遂罪 高松地裁 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



T16 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 山形地裁 2010/3/11

1613 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2011/3/11

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

1591 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 前橋地裁 2011/3/1

1587 懲役２年 求刑懲4年 1 嘱託殺人罪 高知地裁 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

1573 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂罪 岐阜地裁 2011/2/18

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

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

1541 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪　（自首認定） 和歌山地裁 2011/1/27

1540 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 1 殺人未遂、傷害致死罪　（殺人罪不成立） 広島地裁 2011/1/27

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

1533 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 水戸地裁 2011/1/21

1523 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 承諾殺人罪 徳島地裁 2011/1/13

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

1514 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/22

1513 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役8年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 東京地裁 2010/12/22

1506 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 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6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 大阪地裁 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

1492 控訴棄却 懲役３年6月 0 殺人未遂罪 広島高裁松江支部 2010/12/10

1491 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福島地裁 2010/12/10

1487 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 長野地裁松本支部 2010/12/9

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

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

1479 上告棄却 懲役４年6月 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2010/12/8

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



1473 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 長崎地裁 2010/12/6

1469 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 強盗致死ほう助などの罪 千葉地裁 2010/12/2

1460 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 松山地裁 2010/11/26

1444 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 富山地裁 2010/11/18

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

1437 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁小田原支部 2010/11/15

1435 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/11/12

1430 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/11/10

銃刀法違反（加重所持）罪
組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪は無罪

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

T13 裁判員 懲役６年 求刑懲役11年 0 殺人未遂などの罪　（1件の殺人未遂罪不成立） 大阪地裁 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

1407 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂、道交法違反（酒気帯び運転）などの罪 千葉地裁 2010/10/28

1406 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 福島地裁郡山支部 2010/10/28

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

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

1383 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 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

1372 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 長野地裁 2010/10/8

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

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

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

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

1349 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁 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

1343 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 高松地裁 2010/9/17

1335 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 殺人未遂罪 横浜地裁 2010/9/17

東京高裁 2010/11/91427 控訴棄却 懲役４年 1



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

1331 控訴棄却 懲役８年 1 殺人罪 福岡高裁 2010/9/15

1328 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 0 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 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

1325 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁 2010/9/13

1318 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2010/9/9

1313 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/9/7

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

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

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

1297 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 神戸地裁 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

1285 控訴棄却 懲役２年6月 0 殺人未遂罪 高松高裁 2010/8/10

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

1266 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 宮崎地裁 2010/7/26

1264 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 大分地裁 2010/7/23

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

1250 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 鳥取地裁 2010/7/16

1240 一審破棄 懲役４年6月 一審懲役4年6月 1 殺人罪　（事実認定に不備） 東京高裁 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

1225 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2010/7/6

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

1215 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 岐阜地裁 2010/7/1

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

1213 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 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

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

1193 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂、建造物侵入罪 盛岡地裁 2010/6/17

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

1180 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福島地裁郡山支部 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

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

1162 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 福岡地裁 2010/5/26

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

1159 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 山口地裁 2010/5/21

1153 懲役６年 求刑懲役8年 2 嘱託殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/5/20

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

T11 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/5/14

1144 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/5/13

1139 控訴棄却 懲役９年 0 殺人未遂などの罪 東京高裁 2010/4/26

1137 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 仙台地裁 2010/4/23

1131 控訴棄却 懲役５年3月 0 殺人未遂などの罪 広島高裁岡山支部 2010/4/21

1129 控訴棄却 懲役７年 1 殺人、傷害罪 広島高裁 2010/4/15

1119 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪　（心神耗弱状態） 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

1107 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反の罪 大分地裁 2010/3/24

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

1100 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂罪　（心神耗弱状態） さいたま地裁 2010/3/19

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

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

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

1083 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 静岡地裁沼津支部 2010/3/17

T07 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 札幌地裁 2010/3/12

2010/3/181089 懲役４年 求刑懲役18年 1 東京地裁



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

1075 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 高松地裁 2010/3/12

1066 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 松山地裁 2010/3/8

1065 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/3/8

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

1061 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、覚せい剤取締法違反などの罪 東京地裁立川支部 2010/3/4

T03 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 現住建造物等放火、承諾殺人罪 千葉地裁 2010/2/25

1045 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反の罪 横浜地裁 2010/2/25

T01 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/2/18

1036 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2010/2/15

1032 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁 2010/2/10

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

1030 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 金沢地裁 2010/2/10

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

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

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

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

990 控訴棄却 懲役６年 1 殺人罪 福岡地裁 2010/1/15

980 懲役３年 求刑懲役5年 0 人質強要処罰法違反、殺人予備などの罪 東京地裁 2009/12/25

977 裁判員 懲役５年3月 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2009/12/18

975 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2009/12/18

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

968 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 那覇地裁 2009/12/17

961 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁 2009/12/14

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

1019 裁判員 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/2/1



953 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 横浜地裁小田原支部 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

945 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁 2009/12/8

922 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁 2009/11/9

918 上告棄却 懲役７年 2 殺人、承諾殺人罪 最高裁第2小法廷 2009/11/5

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

895 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2009/10/9

894 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 岐阜地裁 2009/10/9

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

860 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 仙台地裁 2009/9/4

850 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 さいたま地裁 2009/8/12

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

795 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 大阪地裁 2009/6/12

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

777 懲役５年 求刑懲役7年 1 殺人罪 さいたま地裁 2009/5/27

696 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 津地裁 2009/2/10

684 上告棄却 懲役３年6月 1 殺人ほう助などの罪 最高裁第3小法廷 2009/1/19

661 懲役５年6月 求刑懲役12年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁 2008/12/10

懲役９年
罰金100万円

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

630 懲役３年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁 2008/10/27

606 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2008/9/9

懲役９年
罰金100万円
追徴金81万円

589 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 青森地裁 2008/7/25

583 一審破棄 懲役３年6月 一審懲役5年 1 殺人ほう助罪 福岡高裁 2008/7/16

581 懲役２年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2008/7/15

554 懲役７年 求刑懲役17年 1 殺人罪　死体損壊罪（心神喪失状態） 東京地裁 2008/5/27

544 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 津地裁 2008/4/28

嘱託殺人などの罪 東京高裁 2008/7/28

1 嘱託殺人などの罪 2008/12/8

590 控訴棄却 1

最高裁第3小法廷658 上告棄却



532 控訴棄却 懲役７年 2 殺人、監禁などの罪（従犯） 大阪高裁 2008/4/15

532 控訴棄却 懲役９年 2 殺人、監禁などの罪（従犯） 大阪高裁 2008/4/15

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

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

懲役９年 求刑懲役13年
罰金100万円 罰金100万円
追徴金81万円 追徴金81万円

480 一審破棄 懲役９年 一審懲役10年 1 殺人罪 東京高裁 2008/2/26

477 上告棄却 懲役６年 4 殺人ほう助などの罪 最高裁第3小法廷 2008/2/18

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

454 懲役４年 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 千葉地裁 2008/1/16

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

446 懲役３年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2007/12/27

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

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

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

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

406 一審破棄 懲役５年 一審懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 札幌高裁 2007/11/13

384 懲役５年-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

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

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

346 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 佐賀地裁 2007/2/28

342 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2007/2/26

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

331 上告棄却 懲役３年 0 殺人未遂などの罪 最高裁第3小法廷 2006/2/7

321 懲役２年6月 1 嘱託殺人罪 名古屋地裁 2007/1/25

485 1 嘱託殺人、麻薬取締法違反などの罪 横浜地裁 2008/2/28



278 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 佐賀地裁 2006/11/13

234 懲役９年 求刑懲役13年 1 現住建造物等放火の罪 さいたま地裁 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

221 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人罪 釧路地裁 2006/8/21

216 懲役６年6月 求刑懲役15年 1 承諾殺人罪 大阪地裁 2006/8/15

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

158 懲役３年 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 青森地裁弘前支部 2006/5/11

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

147 控訴棄却 懲役３年 0 殺人未遂などの罪 大阪高裁 2006/4/7

137 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 広島地裁 2006/3/22

125 懲役５年６月 求刑懲役8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

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

103 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2006/2/22

99 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 札幌地裁 2006/2/17

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

88 懲役８年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁 2006/2/8

87 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人罪 さいたま地裁 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

79 懲役４年 - 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/2/1

77 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 さいたま地裁 2006/1/27

75 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2006/1/27

65 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2006/1/19

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

47 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 旭川地裁 2005/12/5


