
No. 判決 求刑（備考） 死者数 罪名 裁判所 日付

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

3711 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 福島地裁 2017/12/11

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

3696 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2017/11/27

3695 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 1 殺人、殺人未遂などの罪 静岡地裁浜松支部 2017/11/24

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

3677 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/11/9

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

3663 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2017/10/20

3660 控訴棄却 懲役４年 1 殺人罪 仙台高裁秋田支部 2017/10/17

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

3620 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山形地裁 2017/9/1

3617 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 名古屋地裁 2017/8/23

3616 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2017/8/8

3611 裁判員 懲役１年4月 求刑懲役22年 1 暴行罪　（殺人、脅迫罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2017/7/24

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

3591 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/6/30

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

3563 裁判員 懲役７年 求刑懲役11年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/5/24

3558 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役11年 2 殺人、承諾殺人罪 宇都宮地裁 2017/4/28

まさかりの部屋　殺人事件・判例　懲役10年未満（実刑）の場合　（2013/1/7～2017/12/13）

3701 懲役６年 求刑懲役8年 0 福岡地裁 2017/11/29



3556 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2017/4/21

3545 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/3/24

3530 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 2 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2017/3/15

3528 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/3/14

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

3523 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2017/3/10

3520 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 旭川地裁 2017/3/9

3512 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/3

裁判員
差戻し審

3486 控訴棄却 懲役２年8月 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立、裁判員裁判除外） 福岡高裁 2017/1/27

3473 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 強盗致死などの罪　（従犯） 水戸地裁 2017/1/10

3464 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 1 殺人罪 京都地裁 2016/12/16

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

3446 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/11/30

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

3399 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役13年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 福井地裁 2016/9/29

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

3378 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/7/25

3377 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 静岡地裁沼津支部 2016/7/21

T95 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/7/15

2被告 2被告
懲役３年 求刑懲役7年

3363 控訴棄却 懲役３年 1 殺人罪 広島高裁 2016/7/7

3360 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 京都地裁 2016/7/5

3358 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 金沢地裁 2016/6/27

3354 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 津地裁 2016/6/24

2017/2/22

3267 裁判員 1 殺人罪 大阪地裁 2016/7/14

3504 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁



3350 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 2 殺人、自殺ほう助罪　（無理心中） さいたま地裁 2016/6/23

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

3338 控訴棄却 懲役４年 1 殺人罪 広島高裁松江支部 2016/6/10

3335 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2016/6/8

3326 裁判員 懲役７年 求刑懲役11年 1 殺人、銃刀法違反罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁堺支部 2016/6/1

3323 裁判員 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/5/30

3312 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2016/5/19

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

3299 控訴棄却 懲役８年 1 自殺ほう助などの罪 名古屋高裁 2016/4/13

3295 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 福井地裁 2016/3/25

3287 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 傷害致死、道交法違反（ひき逃げ）罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2016/3/22

3286 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2016/3/22

3280 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人、現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 岡山地裁 2016/3/18

3275 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 金沢地裁 2016/3/14

3266 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 広島地裁 2016/3/7

3263 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2016/3/1

3260 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山口地裁 2016/2/29

3255 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 1 殺人罪 東京地裁 2016/2/24

3255 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 東京地裁 2016/2/24

2被告 2被告
懲役６年 求刑懲役8年

3251 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 広島地裁 2016/2/22

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

3241 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 京都地裁 2016/2/9

3221 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 松山地裁 2016/1/15

3220 上告棄却 懲役９年 0 爆発物取締罰則違反、逮捕監禁などの罪 最高裁第3小法廷 2016/1/13

3213 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2015/12/18

3208 裁判員 懲役９年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2015/12/15

3204 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人罪 松江地裁 2015/12/11

3203 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2015/12/11

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



3190 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015/11/27

3189 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁浜松支部 2015/11/27

3185 控訴棄却 懲役７年 1 殺人などの罪 東京高裁 2015/11/27

3182 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 水戸地裁 2015/11/25

3174 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 福岡地裁 2015/11/12

3168 裁判員 懲役３年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2015/11/5

3166 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 津地裁 2015/11/4

3164 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 富山地裁 2015/10/29

3163 懲役６年 求刑懲役6年 1 自殺教唆、傷害罪 東京地裁立川支部 2015/10/29

3162 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 岐阜地裁 2015/10/29

3159 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人罪 津地裁 2015/10/27

3157 懲役５年 求刑懲役7年 1 承諾殺人罪 神戸地裁尼崎支部 2015/10/26

3156 懲役８年 求刑懲役10年 1 自殺ほう助、詐欺未遂などの罪 名古屋地裁 2015/10/26

3155 裁判員 懲役４年 求刑懲役14年 1 殺人罪 和歌山地裁 2015/10/23

3149 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 福井地裁 2015/10/9

3135 裁判員 懲役９年 1 殺人罪 大阪地裁 2015/9/17

3097 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人、死体遺棄罪 岡山地裁 2015/7/10

3093 裁判員 懲役６年 求刑無期 1 窃盗などの罪　（強盗殺人罪不成立） 千葉地裁 2015/7/9

3090 裁判員 懲役５年 求刑懲役14年 0 銃刀法違反罪　（殺人未遂罪不成立） 横浜地裁 2015/7/7

3089 裁判員 懲役２年10月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 東京地裁 2015/7/2

3075 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 札幌地裁 2015/6/17

3071 裁判員 懲役７年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2015/6/12

3064 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁沼津支部 2015/5/29

3062 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 名古屋地裁 2015/5/28

3059 裁判員 懲役８年 求刑懲役14年 0 殺人未遂、詐欺などの罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/27

3059 裁判員 懲役９年 求刑懲役16年 0 殺人未遂、詐欺などの罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/27

3059 裁判員 懲役５年 求刑懲役12年 0 殺人未遂罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/27

3059 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/27

3052 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2015/5/18



3041 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人などの罪 山口地裁 2015/4/23

3040 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 さいたま地裁 2015/4/23

3034 裁判員 懲役５年 求刑懲役12年 1 殺人ほう助、死体損壊・遺棄などの罪　（ほう助罪認定） 宮崎地裁 2015/3/30

3029 一審破棄 懲役８年 一審懲役15年 1 殺人罪　（無理心中認定） 福岡高裁 2015/3/26

3024 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 水戸地裁 2015/3/20

3001 控訴棄却 懲役９年 0 爆発物取締罰則違反、逮捕監禁などの罪 東京高裁 2015/3/4

2991 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 2015/2/20

2972 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015/2/4

2959 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁 2015/1/26

2944 懲役５年 求刑懲役10年 1 嘱託殺人罪 京都地裁 2014/12/18

2944 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 嘱託殺人罪 京都地裁 2014/12/18

2942 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪 岐阜地裁 2014/12/17

2922 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2014/11/21

2912 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2014/11/6

2903 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 神戸地裁 2014/10/23

2901 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福島地裁 2014/10/22

2887 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2014/9/25

2880 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁 2014/9/18

2861 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 0 強盗殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2014/8/26

2851 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 盛岡地裁 2014/7/29

2842 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 1 殺人罪 新潟地裁 2014/7/18

2834 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁姫路支部 2014/7/8

T92 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/7/4

2832 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/7/4

T91 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/6/30

2830 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2014/7/1

2828 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 殺人未遂ほう助、爆発物取締罰則違反罪 東京地裁 2014/6/30

2821 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 山形地裁 2014/6/19

2809 懲役２年6月 求刑懲役4年 1 嘱託殺人罪 横浜地裁 2014/5/30



T88 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2014/5/22

2803 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2014/5/16

2801 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 高知地裁 2014/5/15

2800 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2014/5/12

2789 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 札幌地裁 2014/4/17

2784 懲役２年4月 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 秋田地裁 2014/3/28

T85 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/3/27

2764 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 0 殺人未遂などの罪 徳島地裁 2014/3/17

T83 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

T83 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

2750 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2014/3/5

2743 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（無理心中） 大津地裁 2014/2/27

2739 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 2014/2/25

T80 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 0 強盗殺人未遂罪 千葉地裁 2014/2/7

2718 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁小田原支部 2014/1/30

T79 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 千葉地裁 2014/1/24

2714 懲役３年 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 金沢地裁 2014/1/24

2713 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人未遂、自動車運転過失致死などの罪 京都地裁 2014/1/24

2708 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 横浜地裁 2014/1/20

2705 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 神戸地裁姫路支部 2014/1/17

2702 一審破棄 懲役８年 一審懲役7年 1 殺人、住居侵入罪　（一審ほう助罪適用） 札幌高裁 2013/12/26

2699 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 殺人未遂、通貨偽造・同行使罪 京都地裁 2013/12/20

2被告 2被告
懲役６年 求刑懲役7年

2665 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2013/11/11

2658 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/31

2650 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 山形地裁 2013/10/23

2647 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/18

2642 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/16

2640 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 静岡地裁浜松支部 2013/10/10

2013/12/202697 裁判員 1 殺人罪 大津地裁



2631 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人、詐欺罪 大阪地裁 2013/10/4

2614 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 福井地裁 2013/9/13

T73 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/9/2

2610 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） 横浜地裁 2013/9/2

2604 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2013/8/2

2588 裁判員 懲役７年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/7/16

2581 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2013/7/10

2566 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2013/6/21

2560 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 青森地裁 2013/6/17

2557 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人ほう助、住居侵入罪　（殺人罪不成立） 函館地裁 2013/6/13

2552 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 宮崎地裁 2013/6/7

2545 控訴棄却 懲役６年 1 殺人罪 広島高裁 2013/5/30

2533 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 山口地裁 2013/5/27

2528 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂などの罪 さいたま地裁 2013/5/24

2527 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 殺人ほう助、窃盗ほう助罪 熊本地裁 2013/5/24

2522 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 広島地裁 2013/5/21

2511 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 大津地裁 2013/5/10

2501 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂、傷害罪 福島地裁郡山支部 2013/4/25

2475 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役15年 1 同意殺人罪　（殺人罪不成立） 前橋地裁 2013/3/26

2469 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2013/3/22

2468 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人などの罪　（死体遺棄罪は免訴） 大阪地裁 2013/3/22

2467 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 宮崎地裁 2013/3/21

2464 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 神戸地裁 2013/3/19

2455 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、殺人予備などの罪 釧路地裁 2013/3/15

2446 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 2013/3/13

2444 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 宇都宮地裁 2013/3/12

2440 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/3/11

2434 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 松江地裁 2013/3/7

2430 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 甲府地裁 2013/3/6



2428 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 松山地裁 2013/3/5

2409 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 2013/2/19

2405 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 2013/2/15

2374 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人、承諾殺人罪 札幌地裁 2013/1/25

2368 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/1/22

2366 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 岐阜地裁 2013/1/21

2363 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 殺人罪 甲府地裁 2013/1/11

2362 懲役４年 求刑懲役5年 1 嘱託殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2013/1/7


