
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1684 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 横浜地裁 2017/12/26

1680 上告棄却 懲役３年6月 強制わいせつ罪 最高裁大法廷 2017/11/29

1675 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言に合理的な疑い） 宇都宮地裁 2017/10/18

1670 一審破棄 無罪 懲役2年6月（３） 強制わいせつ罪　（被害者証言に合理的な疑い） 福岡高裁 2017/9/13

1667 懲役１５年 求刑懲役15年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 仙台地裁 2017/9/7

1666 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪　（犯罪不成立） 名古屋地裁 2017/9/5

1660 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2017/7/19

1652 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 東京地裁 2017/6/6

1644 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 千葉地裁 2017/3/30

1642 懲役３年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 札幌地裁 2017/3/28

1635 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪　（被害者証言に信用性に疑い） 東京地裁 2017/3/9

1633 懲役４年 求刑懲役4年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2017/3/7

1632 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 京都地裁 2017/2/14

1629 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 京都地裁 2017/2/10

1619 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2016/12/9

1609 懲役１年10月（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ、暴行罪 東京地裁 2016/10/25

1604 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2016/9/20

1603 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 東京地裁 2016/9/20

1598 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2016/8/24

1592 懲役５年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 大津地裁 2016/7/28

1588 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 佐賀地裁 2016/7/6

1573 懲役７年 求刑懲役8年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 神戸地裁姫路支部 2016/5/20

1572 懲役１年2月（３） 求刑懲役1年6月 準強制わいせつ罪 名古屋地裁 2016/5/19

1571 懲役５年 求刑懲役8年 強制わいせつなどの罪 熊本地裁 2016/5/9

1567 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ未遂などの罪 東京地裁 2016/4/25

1566 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 札幌地裁 2016/4/13

1564 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2016/3/28

まさかりの部屋　性犯罪・判例　強制わいせつ、準強制わいせつ罪の場合　（2005/7/12～2017/12/26）

判決



1558 一審破棄 懲役３年 一審懲役12年 強姦、強制わいせつ罪　（強姦罪不成立、地裁判決は事実誤認） 仙台高裁 2016/3/15

1554 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつなどの罪【死者1人】 盛岡地裁 2016/3/8

1546 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 富山地裁 2016/2/9

1545 懲役２年4月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、窃盗などの罪 前橋地裁 2016/1/26

1539 無罪 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 福岡地裁田川支部 2016/1/7

1537 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ、住居侵入などの罪 金沢地裁 2015/12/22

1532 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪　（被害者証言信用できない） 福井地裁 2015/12/9

1521 懲役３年（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 岐阜地裁 2015/10/23

1517 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 和歌山地裁 2015/10/9

一審無罪

求刑懲役3年

1507 懲役２年4月（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 横浜地裁 2015/8/20

1505 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2015/7/17

1495 懲役３年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ未遂、監禁などの罪 神戸地裁 2015/6/2

1489 懲役４年 求刑懲役5年 準強制わいせつ、わいせつ略取罪 福岡地裁 2015/3/26

1486 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（被害者証言信用できない） 京都地裁 2015/3/20

1482 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月 強制わいせつ罪　（目撃証言信用できない） 仙台高裁 2015/3/10

1472 懲役６年 求刑懲役7年6月 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 盛岡地裁一関支部 2015/1/26

1471 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2015/1/26

1452 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 山形地裁 2014/11/20

1445 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2014/10/23

1435 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大津地裁 2014/9/26

1431 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつなどの罪　（被害者証言に疑問点） 横浜地裁 2014/9/11

1430 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪　（被害者証言信用できず） 東京高裁 2014/9/9

1423 懲役７年 求刑懲役8年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 神戸地裁尼崎支部 2014/7/30

1422 懲役３年 求刑懲役4年6月 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 神戸地裁尼崎支部 2014/7/29

1421 上告棄却 懲役３年6月 準強制わいせつ罪 最高裁第3小法廷 2014/7/28

1419 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 岡山地裁 2014/7/28

1418 懲役５年 求刑懲役8年 強制わいせつ罪　（1件の強制わいせつ罪不成立） 神戸地裁 2014/7/18

1514 一審破棄 懲役２年 準強制わいせつ罪 大阪高裁 2015/9/29



1417 懲役10月（３） 求刑懲役1年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2014/7/18

1415 懲役３年 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 甲府地裁 2014/7/15

1410 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、監禁などの罪 山形地裁 2014/6/20

1407 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（日時の特定に信用性なし） 京都地裁宮津支部 2014/6/9

1385 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 大阪地裁 2014/2/7

1380 一審破棄 無罪 一審懲役10月 強制わいせつ罪　（被害者供述に疑問点） 仙台高裁秋田支部 2014/1/14

1376 懲役２年（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2013/12/26

1370 無罪 求刑懲役1年2月 強制わいせつ罪　（被告の供述を信用） 宮崎地裁 2013/11/19

1369 懲役２年4月 求刑懲役4年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2013/11/12

1361 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（信用性に疑問） さいたま地裁越谷支部 2013/10/2

1359 懲役３年（５） 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪　（1件同罪不成立） 東京地裁立川支部 2013/10/1

1358 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 福島地裁いわき支部 2013/9/30

1356 懲役２年2月（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 名古屋地裁 2013/9/9

1354 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 強盗致傷、強制わいせつなどの罪 宇都宮地裁 2013/8/30

1353 懲役３年（３） 求刑懲役3年 強制わいせつ、傷害などの罪 東京地裁立川支部 2013/8/27

1347 懲役５年6月 求刑懲役9年 強制わいせつ、強制わいせつ未遂罪　（強姦罪不成立） 横浜地裁 2013/7/19

1319 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 前橋地裁 2013/5/31

1314 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 神戸地裁 2013/5/24

1313 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 山形地裁 2013/5/23

1306 懲役３年 求刑懲役9年 強制わいせつ罪　（別の強制わいせつ、強姦未遂罪不成立） 金沢地裁 2013/4/24

1305 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 福岡高裁 2013/4/24

1302 懲役２年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2013/4/18

1297 懲役8月 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 前橋地裁 2013/3/28

1295 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 山形地裁 2013/3/27

1293 懲役８年 求刑懲役12年 強盗、強制わいせつなどの罪 横浜地裁川崎支部 2013/3/26

1282 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ、恐喝などの罪 大津地裁 2013/3/12

b34 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福岡地裁小倉支部 2013/3/4

1279 懲役３年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ、わいせつ目的略取などの罪 大分地裁 2013/3/4

1277 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 静岡地裁 2013/3/1



b33 懲役１年10月 求刑懲役2年6月－3年6月 強制わいせつ罪 神戸地裁 2013/2/21

1268 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 秋田地裁 2013/2/20

1262 懲役１年（３） 求刑懲役1年 強制わいせつ罪 名古屋地裁 2013/2/5

1259 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 福岡地裁 2013/1/25

1258 懲役３年4月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 福井地裁 2013/1/24

1249 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつ、偽造公記号使用などの罪 大阪地裁 2012/12/26

懲役２年（３） 求刑懲役2年

罰金10万円 罰金20万円

1247 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 鹿児島地裁 2012/12/25

1227 控訴取下 懲役２７年 確定 殺人、強制わいせつ未遂などの罪【死者1人】 名古屋高裁 2012/11/16

1222 懲役８年 求刑懲役8年 強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2012/11/15

1214 無罪 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2012/10/31

1210 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 広島地裁福山支部 2012/10/26

1200 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつ未遂などの罪【死者1人】 名古屋地裁 2012/10/15

1199 懲役２年4月 求刑懲役3年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 富山地裁 2012/10/11

1182 懲役４年6月 求刑懲役8年 強制わいせつ罪 岡山地裁 2012/9/11

1171 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 和歌山地裁 2012/8/10

1164 懲役４年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ、住居侵入などの罪 神戸地裁尼崎支部 2012/7/26

1163 一審破棄 無罪 一審懲役1年8月（３） 強制わいせつ罪 東京高裁 2012/7/25

1158 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 静岡地裁 2012/7/19

1157 懲役２年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、わいせつ誘拐などの罪 宇都宮地裁 2012/7/19

1156 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2012/7/19

1143 一審破棄 審理差戻し 一審懲役2年 強制わいせつ罪 大阪高裁 2012/6/22

1141 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 福井地裁 2012/6/20

1133 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、監禁、児童ポルノ処罰法違反罪 前橋地裁 2012/6/8

1107 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつなどの罪【死者1人】 大津地裁 2012/4/16

1103 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ、特別公務員暴行陵虐罪 那覇地裁 2012/3/30

1092 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 鹿児島地裁 2012/3/22

1090 懲役６年 求刑懲役6年 準強制わいせつなどの罪 釧路地裁帯広支部 2012/3/19

1248 強制わいせつ、山口県迷惑行為防止条例違反罪 山口地裁岩国支部 2012/12/25



1073 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、逮捕監禁致傷などの罪 鹿児島地裁 2012/2/28

1067 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 さいたま地裁 2012/2/23

1046 懲役３年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 山形地裁 2012/1/25

1043 懲役１年2月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 青森地裁 2012/1/16

1038 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 鳥取地裁 2012/1/10

1035 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 秋田地裁 2011/12/26

1032 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2011/12/22

1026 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁尼崎支部 2011/12/16

1001 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2011/11/9

993 懲役９年 求刑懲役10年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反罪 鳥取地裁米子支部 2011/10/13

979 懲役１３年 求刑懲役20年 強制わいせつなどの罪 神戸地裁 2011/9/15

967 区分審理 無罪 強制わいせつ罪　（自白の信用性を否定） 長崎地裁 2011/9/2

966 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 和歌山地裁 2011/9/1

937 差戻審 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 宮崎地裁 2011/6/21

906 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2011/4/11

902 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 富山地裁高岡支部 2011/3/22

883 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 長崎地裁 2011/2/28

882 懲役７年6月 求刑懲役12年 準強制わいせつ、準詐欺などの罪 大阪地裁堺支部 2011/2/28

875 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/2/17

867 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2011/2/7

861 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 鹿児島地裁 2011/2/1

b07 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2011/1/31

懲役１年2月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪

懲役8月 求刑懲役1年2月 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）、住居侵入罪

b06 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/1/19

847 懲役２年（３） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 広島地裁 2011/1/19

846 懲役３年（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつなどの罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/17

一審無罪

（求刑懲役2年）

859 合算 福岡地裁 2011/1/31

844 一審破棄 懲役１年6月（３） 準強制わいせつ罪 東京高裁 2011/1/13



b05 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/1/5

837 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/12/21

836 懲役３年4月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 大津地裁彦根支部 2010/12/21

835 一審破棄 審理差戻し 一審公訴棄却 強制わいせつなどの罪 福岡高裁宮崎支部 2010/12/21

強制わいせつ、

児童ポルノ処罰法違反（製造、提供）罪

818 懲役３年10月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/11/26

懲役２年6月 求刑懲役4年

罰金30万円 罰金50万円

801 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 青森地裁八戸支部 2010/11/9

800 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 福岡地裁 2010/11/8

795 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗致傷、準強制わいせつなどの罪 甲府地裁 2010/10/29

789 上告棄却 懲役１年4月 準強制わいせつ罪 最高裁第1小法廷 2010/10/19

773 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 福岡高裁宮崎支部 2010/9/30

772 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/9/30

771 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 盛岡地裁 2010/9/28

758 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役9年 強盗致傷、強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/6

749 懲役３年（５） 求刑懲役6年 準強制わいせつ、特別公務員暴行陵虐罪 神戸地裁 2010/8/30

745 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/8/26

743 懲役１０年 求刑懲役13年 準強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2010/8/20

732 懲役３年（５） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/7/28

726 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/7/22

713 懲役２年6月（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 富山地裁 2010/6/28

708 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/24

700 控訴棄却 懲役４年 強制わいせつ、児童福祉法違反の罪 仙台高裁 2010/6/22

693 懲役２年（４） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/6/17

672 無罪 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 静岡地裁浜松支部 2010/5/24

665 懲役１年6月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 旭川地裁 2010/5/17

635 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 徳島地裁 2010/3/15

2010/11/29820 懲役７年 求刑懲役10年 佐賀地裁

817 準強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反罪 松山地裁大洲支部 2010/11/26



627 控訴棄却 懲役１５年 強制わいせつなどの罪 名古屋高裁 2010/3/4

625 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 千葉地裁松戸支部 2010/3/4

623 懲役２年6月（３） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 水戸地裁土浦支部 2010/3/4

621 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京地裁 2010/3/2

619 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2010/2/26

618 懲役２年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁延岡支部 2010/2/26

607 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 盛岡地裁 2010/2/10

603 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつ罪【死者1人】 静岡地裁沼津支部 2010/2/4

599 一審破棄 懲役２年6月（４） 一審懲役2年4月 強制わいせつなどの罪 広島高裁 2010/1/26

598 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2010/1/26

574 上告棄却 懲役２年（３） 準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2009/12/8

567 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2009/11/27

559 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/11/17

555 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 水戸地裁 2009/10/27

551 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月（３） 強制わいせつ未遂罪 札幌高裁 2009/10/22

550 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2009/10/19

545 懲役１年4月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 水戸地裁 2009/10/6

544 懲役３年（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 大津地裁 2009/9/28

543 懲役２年（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 福岡地裁 2009/9/28

541 懲役１年4月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2009/9/16

534 控訴棄却 懲役１年6月 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/9/8

523 懲役２年（５） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 宮崎地裁 2009/7/7

522 上告棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 最高裁第3小法廷 2009/7/3

517 一審破棄 無罪 一審懲役1年4月 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京高裁 2009/6/11

516 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2009/6/8

一審懲役2年（４）

（求刑懲役5年）

505 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/5/20

504 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪（痴漢行為） 福岡地裁 2009/5/19

509 一審破棄 無罪 準強制わいせつ罪 福岡高裁 2009/5/28



502 無罪 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/4/30

499 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 東京地裁立川支部 2009/4/21

一審、二審

懲役1年10月

495 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 高知地裁 2009/4/6

494 一審破棄 懲役１年8月 一審懲役3年（５） 強制わいせつ、わいせつ誘拐罪 福岡高裁宮崎支部 2009/3/31

493 懲役２年4月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 広島地裁 2009/3/30

486 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/3/9

480 懲役２年8月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2009/2/24

475 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2009/2/17

466 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反の罪 金沢地裁 2009/1/20

465 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、未成年者略取未遂などの罪 高松地裁 2009/1/9

懲役３年6月 求刑懲役7年

拘留25日 拘留29日

442 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、強盗致傷、窃盗罪 東京地裁八王子支部 2008/10/31

439 一審破棄 懲役２年 一審懲役2年10月 強制わいせつ罪 東京高裁 2008/10/30

438 一審破棄 懲役３年（４） 一審懲役2年 強制わいせつ、公務員職権乱用罪 東京高裁 2008/10/28

429 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 熊本地裁 2008/10/8

424 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 高知地裁 2008/9/25

419 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、傷害などの罪 千葉地裁 2008/9/17

417 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 前橋家裁太田支部 2008/9/11

400 控訴棄却 懲役１８年 強制わいせつなどの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/7/31

390 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2008/7/1

387 懲役２年10月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2008/6/27

380 懲役２年（４） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2008/6/9

378 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2008/6/3

375 懲役１年10月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 さいたま地裁川越支部 2008/5/29

372 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 青森地裁八戸支部 2008/5/28

371 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ、公務員職権乱用罪 東京地裁 2008/5/27

2009/4/14497 二審破棄 無罪 強制わいせつ罪（痴漢行為） 最高裁第3小法廷

444 準強制わいせつ、軽犯罪法違反の罪 千葉地裁 2008/11/6



361 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 千葉地裁 2008/4/18

355 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福島地裁郡山支部 2008/3/26

352 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 前橋地裁 2008/3/26

350 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、窃盗などの罪 東京地裁八王子支部 2008/3/26

349 懲役２年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 京都地裁 2008/3/25

346 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 津地裁四日市支部 2008/3/21

344 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ、暴行罪 横浜地裁横須賀支部 2008/3/18

332 一審破棄 無罪 一審懲役6月（３） 強制わいせつ罪 福岡高裁 2008/2/6

331 懲役２年（４） 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 福岡地裁 2008/2/4

329 懲役３年 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 秋田地裁 2008/1/30

328 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 長崎地裁 2008/1/24

321 懲役２年8月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2008/1/15

319 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつなどの罪 長野地裁松本支部 2008/1/10

318 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、暴行罪 札幌地裁苫小牧支部 2008/1/8

310 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 高松地裁 2007/12/17

304 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ、恐喝未遂罪 大阪地裁 2007/11/21

301 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 東京高裁 2007/11/15

295 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2007/10/29

289 懲役１４年 求刑懲役15年 強制わいせつなどの罪 神戸地裁姫路支部 2007/10/9

276 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強制わいせつ罪 福井地裁 2007/3/27

264 懲役１５年 求刑懲役19年 強制わいせつなどの罪 奈良地裁葛城支部 2007/3/1

261 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2007/2/19

257 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 山形地裁 2007/2/9

252 控訴棄却 無罪 一審無罪 強制わいせつ罪 広島高裁松江支部 2007/1/30

245 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 鳥取地裁 2007/1/24

234 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2006/12/26

231 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 準強制わいせつ罪 札幌地裁苫小牧支部 2006/12/19

230 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 大阪地裁 2006/12/18

228 懲役３年（５） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 大津地裁 2006/12/13



215 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 新潟地裁 2006/11/23

212 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪、強盗の罪 大津地裁 2006/11/20

208 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2006/11/16

203 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 甲府地裁 2006/10/29

197 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 熊本地裁 2006/10/18

193 上告棄却 懲役４年 準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2006/10/11

189 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 大津地裁 2006/10/5

186 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 佐賀地裁 2006/9/27

180 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2006/9/22

176 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2006/9/1

166 懲役２年 － 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/8/3

163 中等少年院送致 強制わいせつなどの非行事実 神戸家裁 2006/7/26

162 懲役１３年 求刑懲役15年 強制わいせつ、わいせつ略取などの罪 新潟地裁 2006/7/26

154 懲役１３年 求刑懲役13年 強制わいせつなどの罪 大津地裁 2006/7/14

153 一審破棄 無罪 一審懲役1年 強制わいせつ罪 大阪高裁 2006/7/13

127 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ罪 松山地裁西条支部 2006/5/11

126 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/5/3

111 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 高松地裁 2006/3/23

99 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月（３） 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京高裁 2006/3/8

94 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつなど罪 静岡地裁浜松支部 2006/2/28

86 無罪 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2006/2/15

85 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪 東京高裁 2006/2/15

72 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつの罪 高松地裁 2006/1/13

70 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 山口地裁宇部支部 2005/12/29

66 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 長崎地裁 2005/12/28

55 懲役５年 求刑懲役5年 強制わいせつの罪 大阪地裁 2005/12/7

47 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2005/11/22

45 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ、住居侵入の罪 那覇地裁 2005/11/17

41 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ罪 富山地裁高岡支部 2005/11/9



34 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 山形地裁 2005/10/28

27 懲役２０年 求刑懲役20年 準強制わいせつ、強盗致傷などの罪 東京地裁 2005/10/12

25 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2005/10/6

24 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ、強盗などの罪 大津地裁 2005/10/5

18 懲役５年 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2005/9/21

17 懲役１年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2005/9/17

16 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 鹿児島地裁 2005/9/16

13 懲役３年10月 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2005/9/13

11 懲役２年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 横浜地裁川崎支部 2005/9/9

3 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2005/7/12


