
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1672 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/9/22

1664 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/8/9

1662 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 鹿児島地裁 2017/8/4

1656 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 前橋地裁 2017/7/6

1648 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/5/18

1647 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/4/19

1638 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 福井地裁 2017/3/13

1637 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強盗致傷、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2017/3/10

1636 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 静岡地裁 2017/3/10

1630 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 福井地裁 2017/2/10

1606 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 東京地裁 2016/9/30

1591 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年6月 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋地裁 2016/7/21

1590 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 殺人、保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪【死者1人】 横浜地裁 2016/7/20

1576 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2016/6/2

1568 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 名古屋地裁 2016/4/25

1565 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2016/3/29

1553 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 殺人未遂、強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2016/3/4

1551 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2016/2/25

1530 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/12/7

1528 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 佐賀地裁 2015/12/7

1516 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 京都地裁 2015/10/6

1511 控訴棄却 懲役５年－９年 強制わいせつ致死などの罪【死者1人】 名古屋高裁 2015/9/17

裁判員 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪　（執行猶予中の犯行）

（合算） 懲役３年 求刑懲役3年 強制わいせつ罪

1487 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 強制わいせつ致死などの罪【死者1人】 津地裁 2015/3/24

1476 一審破棄 無罪 一審懲役2年 強制わいせつ致傷罪　（被害者証言信用できない） 大阪高裁 2015/2/13

1439 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁浜松支部 2014/10/3

まさかりの部屋　性犯罪・判例　強制わいせつ致死傷罪の場合　（2005/11/25～2017/9/22）

判決

1493 和歌山地裁 2015/5/14



1413 上告棄却 無罪  （求刑死刑） 殺人、強制わいせつ致死罪【死者1人】 最高裁第1小法廷 2014/7/8

*38 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/20

1408 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 水戸地裁 2014/6/16

1404 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 さいたま地裁 2014/5/21

*35 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/4/25

*34 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2014/3/17

*31 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2013/12/19

*30 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2013/11/29

1371 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2013/11/29

*29 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2013/11/27

*24 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、強姦、窃盗などの罪 千葉地裁 2013/6/27

1339 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役5年 窃盗、窃盗未遂罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 大津地裁 2013/6/26

1338 上告棄却 無期懲役 殺人、強制わいせつ致死、死体遺棄罪【死者1人】 最高裁第1小法廷 2013/6/25

1322 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 大津地裁 2013/6/14

懲役４年 求刑懲役6年

罰金15万円 罰金30万円

1303 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 佐賀地裁 2013/4/18

1286 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2013/3/14

1283 控訴棄却 無期懲役 殺人、強制わいせつ致死などの罪【死者1人】 福岡高裁 2013/3/13

1265 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2013/2/15

1254 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 前橋地裁 2013/1/10

1253 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷、強姦罪 前橋地裁 2013/1/10

1250 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強盗などの罪 長野地裁 2012/12/26

1242 裁判員 懲役４年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 那覇地裁 2012/12/13

一審無期懲役

求刑死刑

*20 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2012/11/29

1233 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 強盗致傷、強制わいせつ致傷などの罪 大津地裁 2012/11/28

1224 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/11/15

2012/12/12

1309 裁判員 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 青森地裁 2013/5/10

1240 一審破棄 無罪 殺人、強制わいせつ致死罪【死者1人】 大阪高裁



1211 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつ致死などの罪【死者1人】 熊本地裁 2012/10/29

1207 裁判員 懲役４年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 秋田地裁 2012/10/23

1203 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2012/10/19

1183 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2012/9/12

1180 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 甲府地裁 2012/9/7

1179 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 金沢地裁 2012/9/5

1176 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 前橋地裁 2012/8/30

1173 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 大阪地裁 2012/8/23

1166 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2012/8/2

1138 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2012/6/15

1129 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 大津地裁 2012/6/1

1127 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年6月 強制わいせつ致傷、住居侵入罪 盛岡地裁 2012/5/30

1124 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 熊本地裁 2012/5/25

1123 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2012/5/24

懲役５年6月 求刑懲役6年

罰金20万円 罰金20万円

裁判員 懲役９年 求刑懲役9年

（合算） 懲役９年 求刑懲役9年

1108 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2012/4/19

1106 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2012/4/12

1091 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 鳥取地裁 2012/3/21

1087 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗殺人、強制わいせつ致死などの罪【死者1人】 大分地裁 2012/3/14

1083 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2012/3/9

1056 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2012/2/9

1048 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2012/1/27

1045 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 金沢地裁 2012/1/20

1033 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2011/12/22

*16 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/12/21

1028 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2011/12/16

1118 裁判員 強制わいせつ致傷などの罪 青森地裁 2012/5/16

1112 強制わいせつ致傷、わいせつ略取誘拐などの罪 岡山地裁 2012/4/27



1024 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2011/12/13

1017 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 強制わいせつ致傷罪 大津地裁 2011/12/8

1016 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 和歌山地裁 2011/12/8

1015 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2011/12/7

1014 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 徳島地裁 2011/12/5

*14 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷・強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2011/10/7

983 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 岐阜地裁 2011/9/16

981 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 大津地裁 2011/9/16

978 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2011/9/15

974 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強盗致傷罪 高松地裁 2011/9/7

969 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2011/9/2

965 一審破棄 懲役３年 一審懲役４年 強制わいせつ致傷罪　（監禁罪不成立） 大阪高裁 2011/8/31

*11 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/8/18

960 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2011/7/29

959 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷罪 横浜地裁 2011/7/27

956 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 金沢地裁 2011/7/22

953 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷、強盗などの罪 長野地裁 2011/7/14

952 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 宇都宮地裁 2011/7/14

951 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2011/7/13

*10 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/7/8

942 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 宇都宮地裁 2011/6/30

938 裁判員 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 宇都宮地裁 2011/6/23

935 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2011/6/16

一審懲役３年10月

（求刑懲役4年）

929 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 大津地裁 2011/6/3

*07 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/5/27

921 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年6月 強制わいせつ致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2011/5/18

920 無期懲役 求刑死刑 殺人、強制わいせつ致死罪【死者1人】　（殺人前科） 京都地裁 2011/5/18

2011/6/7931 一審破棄 懲役３年6月 強制わいせつ致傷、傷害罪 福岡高裁宮崎支部



914 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2011/4/28

913 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 傷害罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 福岡地裁 2011/4/28

909 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪 鳥取地裁 2011/4/22

897 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 京都地裁 2011/3/10

896 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2011/3/10

881 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2011/2/25

874 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2011/2/16

873 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2011/2/16

872 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 大阪地裁 2011/2/14

870 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/2/10

864 裁判員 懲役３年10月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷、傷害罪 宮崎地裁 2011/2/3

856 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/27

848 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 名古屋地裁 2011/1/19

*06 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2011/1/14

827 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/12/7

823 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、住居侵入罪 那覇地裁 2010/12/2

813 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、わいせつ略取などの罪 横浜地裁 2010/11/19

810 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/11/18

803 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 札幌地裁 2010/11/12

802 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役13年 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2010/11/12

懲役２年 求刑懲役4年

拘留10日 拘留20日

793 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－7年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 横浜地裁 2010/10/29

778 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 岐阜地裁 2010/10/6

769 控訴棄却 懲役８年 強制わいせつ致傷罪 東京高裁 2010/9/27

765 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山口地裁 2010/9/15

738 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、監禁罪 金沢地裁 2010/8/6

733 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/28

731 控訴棄却 無期懲役 強制わいせつ致死、殺人などの罪【死者1人】 広島高裁 2010/7/28

794 裁判員 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/10/29



728 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2010/7/23

727 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2010/7/23

724 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 佐賀地裁 2010/7/16

721 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/15

716 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強姦罪　（強姦致傷罪不成立） 千葉地裁 2010/7/5

711 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/25

707 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2010/6/24

696 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 青森地裁 2010/6/17

694 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/17

690 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 広島地裁 2010/6/15

686 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 津地裁 2010/6/10

685 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/6/9

682 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 松山地裁 2010/6/4

675 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 盛岡地裁 2010/5/28

669 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2010/5/20

667 裁判員 懲役８年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 さいたま地裁 2010/5/19

664 控訴棄却 懲役３年 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋高裁 2010/5/17

663 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2010/5/14

659 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/5/13

653 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2010/4/23

650 裁判員 懲役３年（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2010/4/22

645 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、窃盗などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

643 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 松山地裁 2010/3/18

642 裁判員 懲役２年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2010/3/18

637 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/3/17

632 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 奈良地裁 2010/3/10

628 差戻審 懲役１２年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2010/3/5

622 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/3/2

608 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 さいたま地裁 2010/2/10



606 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/2/5

601 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/1/28

*02 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/1/22

595 裁判員 懲役３年（５） 強制わいせつ致傷などの罪　（心神耗弱） 大阪地裁 2010/1/22

592 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 高知地裁 2010/1/21

591 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2010/1/21

576 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2009/12/10

575 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/12/9

571 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 広島地裁 2009/12/4

564 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 水戸地裁 2009/11/26

562 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2009/11/20

556 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2009/10/29

553 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 福岡地裁 2009/10/23

552 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/10/22

二審一審破棄

一審無期懲役

525 懲役６年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強要未遂などの罪 高松地裁 2009/7/10

476 無罪 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 大阪地裁 2009/2/17

一審無期懲役

求刑死刑

446 懲役４年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 宮崎地裁 2008/11/10

440 懲役１２年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2008/10/30

426 一審破棄 懲役２年4月 一審無罪 強制わいせつ致傷罪 東京高裁 2008/9/30

351 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2008/3/26

309 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2007/12/17

294 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2007/10/18

244 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2007/1/23

184 死刑 求刑死刑 強制わいせつ致死、殺人などの罪【死者1人】 奈良地裁 2006/9/26

181 懲役６年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 鳥取地裁 2006/9/23

2009/10/16

454 一審破棄 審理差戻し 強制わいせつ致死、殺人などの罪【死者1人】 広島高裁 2008/12/9

549 二審破棄 審理差戻し 強制わいせつ致死、殺人などの罪【死者1人】 最高裁第2小法廷



179 懲役５年－７年 求刑懲役5-10年 強制わいせつ傷害、殺人未遂などの罪 前橋地裁高崎支部 2006/9/22

168 懲役３年 － 強制わいせつ致傷などの罪 札幌地裁 2006/8/4

150 無期懲役 求刑死刑 強制わいせつ致死、殺人などの罪【死者1人】 広島地裁 2006/7/4

144 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2006/6/20

134 懲役５年6月 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 山口地裁 2006/5/25

96 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2006/3/2

93 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷など罪 高松地裁 2006/2/25

81 懲役５年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 福井地裁 2006/1/28

59 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強盗などの罪 佐賀地裁 2005/12/13

49 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ傷害、強盗傷害などの罪 大津地裁 2005/11/25

48 懲役１９年 求刑懲役20年 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2005/11/25


