
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1673 懲役８年 求刑懲役10年 強姦、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2017/10/5

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

1668 懲役５年 求刑懲役8年 準強姦、準強姦未遂罪 さいたま地裁 2017/9/11

1659 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、監禁などの罪 山形地裁 2017/7/14

1658 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦罪 岡山地裁 2017/7/14

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

1654 裁判員 懲役８年 強姦致傷罪 東京地裁 2017/6/29

1651 懲役４年 求刑懲役6年 集団強姦罪 千葉地裁 2017/5/29

1650 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強盗強姦、窃盗罪 大津地裁 2017/5/26

1645 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦罪 鹿児島地裁 2017/4/11

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

1640 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦、監禁罪 東京地裁 2017/3/21

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

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

1612 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入罪 水戸地裁 2016/11/10

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

1584 懲役４年 求刑懲役10年 強姦、わいせつ目的誘拐罪　（1件は無罪） 熊本地裁 2016/6/29

1575 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、建造物損壊、住居侵入罪 水戸地裁 2016/5/27

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

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

1552 懲役５年 求刑懲役7年 強姦未遂などの罪 名古屋地裁 2016/3/3

1544 懲役５年6月 求刑懲役7年 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 東京地裁 2016/1/25

1543 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

1543 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

1536 裁判員 懲役５年 強姦致傷罪 水戸地裁 2015/12/21

1529 懲役７年 求刑懲役8年 強姦、強制わいせつなどの罪 広島地裁 2015/12/7

まさかりの部屋　性犯罪・判例　懲役3年を超え10年未満の判決例　（2005/6/22～2017/10/5）

判決



1522 懲役６年6月 求刑懲役10年 わいせつ目的略取、逮捕監禁致傷などの罪 岡山地裁 2015/10/28

1520 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

1520 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

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

1512 懲役４年 求刑懲役5年 集団強姦などの罪 札幌地裁 2015/9/17

1512 懲役７年 求刑懲役8年 集団強姦などの罪 札幌地裁 2015/9/17

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

1503 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/14

1502 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、強要などの罪 神戸地裁 2015/7/9

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

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

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

1488 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 強盗致傷罪 さいたま地裁 2015/3/25

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

b37 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦未遂、わいせつ略取罪 千葉地裁 2015/2/3

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

1447 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦、強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 福井地裁 2014/11/11

1441 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷、監禁、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2014/10/10

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

1429 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 京都地裁 2014/8/29

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

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

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

*37 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/13

1406 懲役５年 求刑懲役10年 準強姦未遂などの罪 甲府地裁 2014/5/27

*36 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷、強姦未遂罪 千葉地裁 2014/5/23

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

1403 懲役７年 求刑懲役5年 強姦、住居侵入罪 宮崎地裁 2014/5/16

1493 和歌山地裁 2015/5/14



*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

1399 上告棄却 懲役５年 準強姦罪 最高裁第2小法廷 2014/4/23

1395 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2014/3/20

*33 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/3/13

1388 懲役５年 求刑懲役5年 強姦、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/2/24

1383 懲役４年 求刑懲役5年 わいせつ目的略取、監禁などの罪 広島地裁 2014/1/29

1374 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 山形地裁 2013/12/25

*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

1372 控訴棄却 懲役５年 準強姦罪 東京高裁 2013/12/11

*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

1368 懲役６年 求刑懲役8年 集団準強姦罪 神戸地裁尼崎支部 2013/11/11

1366 懲役６年 求刑懲役9年 強姦未遂、わいせつ目的誘拐などの罪 東京地裁立川支部 2013/11/1

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

1352 懲役４年 求刑懲役7年 児童福祉法違反（淫行）などの罪 横浜地裁 2013/8/23

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

1345 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 集団強姦致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/7/12

*26 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/7/5

*25 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2013/7/5

1333 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2013/6/18

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

1321 上告棄却 懲役３年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 最高裁第2小法廷 2013/6/7

懲役４年 求刑懲役6年

罰金15万円 罰金30万円

1307 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷、住居侵入などの罪 青森地裁 2013/4/25

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

1296 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入などの罪 宇都宮地裁 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

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

1276 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 集団強姦致傷罪 那覇地裁 2013/3/1

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



*22 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/2/28

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

1264 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 さいたま地裁 2013/2/15

1261 懲役５年 求刑懲役5年 準強姦罪 東京地裁 2013/2/1

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

1255 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 東京地裁立川支部 2013/1/22

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

*21 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入罪 千葉地裁 2012/12/21

1243 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2012/12/14

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

1238 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強姦未遂罪 横浜地裁 2012/12/3

1236 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/11/30

*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

1228 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、強盗致傷などの罪 奈良地裁 2012/11/16

1226 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 甲府地裁 2012/11/15

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

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

1219 上告棄却 懲役６年 児童福祉法違反（淫行）罪 最高裁第3小法廷 2012/11/12

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

1193 懲役４年6月 求刑懲役5年 強姦未遂、わいせつ誘拐、監禁罪 前橋地裁 2012/9/27

1192 懲役６年 求刑懲役7年 強盗、強姦未遂などの罪 高知地裁 2012/9/27

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

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

1169 懲役９年 求刑懲役12年 準強姦罪 岡山地裁 2012/8/9

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

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

1155 懲役５年 求刑懲役5年 強姦、強制わいせつなどの罪 千葉地裁木更津支部 2012/7/18

1147 裁判員 懲役８年 求刑懲役11年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/7/3



1145 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 宮崎地裁 2012/6/28

1142 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 山形地裁 2012/6/21

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

*19 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷、脅迫罪 千葉地裁 2012/6/13

1132 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2012/6/8

1130 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 宇都宮地裁 2012/6/1

*18 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、住居侵入罪 千葉地裁 2012/5/31

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

懲役５年6月 求刑懲役6年

罰金20万円 罰金20万円

1117 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 宮崎地裁 2012/5/14

1116 懲役３年6月 求刑懲役5年 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）などの罪 神戸地裁尼崎支部 2012/5/11

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

一審懲役2年6月
求刑懲役5年

1099 懲役５年 求刑懲役7年 強姦未遂、偽計業務妨害罪 高松地裁 2012/3/26

1097 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2012/3/26

3被告 3被告
懲役４年6月 求刑懲役6年

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

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

1086 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年6月 強姦致傷罪 山形地裁 2012/3/14

1085 懲役６年 求刑懲役10年 強姦未遂、児童福祉法違反罪 長野地裁飯田支部 2012/3/13

1084 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入、窃盗などの罪 大津地裁 2012/3/9

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

1078 懲役７年6月 求刑懲役10年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2012/3/2

1076 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 松江地裁 2012/3/1

1074 控訴棄却 懲役６年 児童福祉法違反罪 福岡高裁 2012/2/29

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

1118 裁判員 強制わいせつ致傷などの罪 青森地裁 2012/5/16

2012/3/30

1094 集団準強姦罪 東京地裁 2012/3/23

1104 一審破棄 懲役３年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 福岡高裁



1069 懲役４年6月 求刑懲役8年 強姦、群馬県青少年健全育成条例違反などの罪 前橋地裁 2012/2/24

1066 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/2/23

1060 裁判員 懲役６年 強姦致傷、傷害、暴力行為法違反罪 和歌山地裁 2012/2/13

1058 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 福島地裁 2012/2/10

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

*17 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2012/2/3

1052 懲役４年 求刑懲役5年 わいせつ目的誘拐、強制わいせつ罪 高松地裁 2012/2/1

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

1047 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 京都地裁 2012/1/27

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

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

1044 懲役４年 求刑懲役7年 準強姦ほう助などの罪 富山地裁 2012/1/19

1039 差戻審 懲役３年6月 求刑懲役3年6月 強姦罪 福岡地裁 2012/1/12

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

1036 懲役９年 求刑懲役10年 児童福祉法違反、児童買春ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁立川支部 2011/12/27

*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

1029 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 さいたま地裁熊谷支部 2011/12/20

1025 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2011/12/15

1022 上告棄却 懲役７年 準強姦、準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2011/12/12

1020 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 長野地裁松本支部 2011/12/9

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

1005 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強姦致傷、住居侵入罪 青森地裁 2011/11/18

*15 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/11/16

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

*13 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/10/6

987 懲役９年 求刑懲役12年 強姦などの罪 富山地裁 2011/9/27

986 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2011/9/22

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



*12 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/9/15

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

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

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

946 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2011/7/7

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

936 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷、強制わいせつの罪 鹿児島地裁 2011/6/16

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

934 懲役７年 求刑懲役9年 わいせつ目的誘拐などの罪 京都地裁 2011/6/15

*08 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂罪 千葉地裁 2011/6/10

932 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 奈良地裁 2011/6/10

一審懲役３年10月
（求刑懲役4年）

930 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/6/3

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

915 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 徳島地裁 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

908 懲役５年6月 求刑懲役8年 児童福祉法違反の罪 札幌地裁 2011/4/18

903 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 長崎地裁 2011/3/23

899 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦などの罪 宮崎地裁 2011/3/15

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

892 懲役３年－４年 求刑懲役4－5年 集団準強姦罪 那覇地裁 2011/3/7

890 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2011/3/3

884 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 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

931 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 2011/6/7



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

876 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/2/17

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

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

863 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 宇都宮地裁 2011/2/3

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

860 懲役４年 求刑懲役5年 集団準強姦罪 那覇地裁 2011/1/31

858 控訴棄却 懲役７年 強姦致傷罪 仙台高裁秋田支部 2011/1/27

855 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 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

845 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 富山地裁 2011/1/14

838 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/12/24

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

833 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 松山地裁 2010/12/10

832 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入罪 福島地裁郡山支部 2010/12/10

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

820 懲役７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、提供）罪 佐賀地裁 2010/11/29

819 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 長崎地裁 2010/11/26

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

809 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 熊本地裁 2010/11/18

808 控訴棄却 懲役９年 強盗強姦、住居侵入罪 高松高裁 2010/11/18

807 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/11/17

806 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 強盗強姦未遂罪 京都地裁 2010/11/17

805 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、逮捕監禁、県迷惑行為防止条例違反罪 横浜地裁川崎支部 2010/11/17

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

798 懲役５年 求刑懲役10年 強姦などの罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2010/11/4

797 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2010/11/1



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

791 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 強盗強姦未遂罪 千葉地裁 2010/10/21

783 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 前橋地裁 2010/10/12

781 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強盗強姦罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/10/8

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

774 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/10/1

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

767 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/24

764 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 2010/9/14

763 懲役７年 求刑懲役8年 強姦罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/9

760 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/8

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

747 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、道交法違反（無免許運転）の罪 青森地裁 2010/8/27

746 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 秋田地裁 2010/8/27

742 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 水戸地裁 2010/8/19

741 懲役６年 求刑懲役6年 強姦、強姦未遂などの罪 札幌地裁 2010/8/19

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

736 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 岡山地裁 2010/8/2

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

723 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 仙台地裁 2010/7/16

722 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、わいせつ略取などの罪 水戸地裁 2010/7/16

717 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 福岡地裁 2010/7/7

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

715 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦、詐欺などの罪 前橋地裁 2010/7/5

714 控訴棄却 懲役７年 強姦致傷罪 名古屋高裁 2010/7/5

712 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 強姦致傷罪 大津地裁 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



703 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 佐賀地裁 2010/6/23

702 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/23

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

698 裁判員 懲役８年4月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/6/18

697 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/18

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

695 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 津地裁 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

688 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 強姦致傷、強盗罪 大津地裁 2010/6/14

687 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2010/6/11

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

683 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役9年 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

683 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

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

681 控訴棄却 懲役５年 強姦未遂、強制わいせつ未遂などの罪 仙台高裁 2010/6/4

680 控訴棄却 懲役９年10月 強姦致傷罪 仙台高裁 2010/6/4

679 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/2

674 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/5/26

671 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 奈良地裁 2010/5/21

670 懲役４年6月 求刑懲役7年 準強姦罪 千葉地裁 2010/5/21

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

668 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 東京地裁 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

660 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 那覇地裁 2010/5/14

654 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/4/23

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

懲役９年
罰金40万円

追徴金12,000円

2010/4/22652 控訴棄却 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 福岡高裁宮崎支部



649 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 東京地裁 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

*04 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2010/3/18

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

641 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強盗強姦罪 東京地裁 2010/3/18

638 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷罪 福岡地裁 2010/3/17

633 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/3/12

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

631 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦罪 横浜地裁川崎支部 2010/3/10

629 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/3/5

624 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 水戸地裁 2010/3/4

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

617 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、逮捕監禁などの罪 名古屋地裁 2010/2/26

614 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 さいたま地裁 2010/2/19

610 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦などの罪 大分地裁 2010/2/17

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

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

605 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/5

602 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷、強要などの罪 静岡地裁 2010/1/29

600 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/27

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

593 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつの罪 神戸地裁 2010/1/21

589 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/1/21

*01 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/15

581 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強姦致傷罪 神戸地裁 2009/12/18

580 懲役８年 求刑懲役10年 児童福祉法違反罪 神戸地裁 2009/12/18

579 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2009/12/17

568 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 札幌地裁 2009/11/27

565 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦、傷害罪 青森地裁弘前支部 2009/11/26



563 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 準強姦致傷罪 東京地裁 2009/11/20

561 裁判員 懲役９年10月 求刑懲役10年 強姦致傷罪 仙台地裁 2009/11/20

560 懲役４年 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

560 懲役４年6月 求刑懲役5年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

560 懲役５年 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

554 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入罪 広島地裁 2009/10/26

530 懲役７年 求刑懲役7年 準強姦罪 横浜地裁小田原支部 2009/8/24

529 懲役５年 求刑懲役7年 強姦、偽造有印公文書行使などの罪 大津地裁 2009/8/7

2被告 2被告
懲役６年6月 求刑懲役7年

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

519 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、監禁などの罪 松江地裁 2009/6/25

515 懲役６年 求刑懲役8年 強盗致傷、窃盗罪　（下着盗） 大津地裁 2009/6/5

512 懲役４年 求刑懲役6年 強姦、住居侵入罪 東京地裁 2009/5/29

506 懲役７年 求刑懲役9年 強盗強姦などの罪 鳥取地裁 2009/5/21

500 懲役６年 求刑懲役7年 児童福祉法違反罪 宇都宮地裁 2009/4/22

懲役９年 求刑懲役12年
罰金40万円 罰金40万円

追徴金12,000円 追徴金12,000円

484 懲役３年4月 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/3/9

481 控訴棄却 懲役９年 強姦、児童福祉法違反の罪 東京高裁 2009/2/24

懲役７年 求刑懲役8年
罰金10万円 罰金10万円

468 懲役９年 求刑懲役10年 わいせつ目的略取などの罪 盛岡地裁 2009/1/27

464 懲役４年 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/1/8

懲役３年6月 求刑懲役5年
罰金10万円 罰金10万円

458 懲役４年6月 求刑懲役7年 集団強姦などの罪 東京地裁八王子支部 2008/12/16

458 懲役５年6月 求刑懲役7年 集団強姦などの罪 東京地裁八王子支部 2008/12/16

456 懲役４年6月 求刑懲役6年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

456 懲役６年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

453 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷、逮捕監禁罪 甲府地裁 2008/12/4

498 宮崎地裁 2009/4/16集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪

526 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁罪 福井地裁 2009/7/16

463 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2008/12/25

473 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2009/2/5



452 懲役９年 求刑懲役10年 強姦未遂、殺人未遂罪 水戸地裁 2008/11/27

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

445 懲役９年 求刑懲役15年 強姦、児童福祉法違反の罪 甲府地裁 2008/11/6

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

437 懲役５年6月 求刑懲役8年 虚偽告訴、強盗未遂などの罪（痴漢でっち上げ） 大阪地裁 2008/10/24

428 懲役４年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 千葉地裁 2008/10/8

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

411 懲役４年 求刑懲役5年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 高松地裁 2008/9/2

405 懲役５年 求刑懲役7年 準強姦罪 熊本地裁 2008/8/11

399 懲役４年8月 求刑懲役6年 強姦、強制わいせつなどの罪 静岡地裁 2008/7/24

398 懲役５年 求刑懲役7年 強姦などの罪 東京地裁 2008/7/24

395 懲役９年 求刑懲役12年 準強姦致傷などの罪 奈良地裁 2008/7/15

389 懲役４年 求刑懲役6年 強姦、高知県青少年保護育成条例違反の罪 高知地裁 2008/6/27

373 懲役５年 求刑懲役8年 強盗強姦、住居侵入などの罪 鹿児島地裁 2008/5/28

368 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、監禁罪 福岡地裁小倉支部 2008/5/14

367 懲役３年－５年 求刑懲役5-6年 強姦致傷罪 盛岡地裁 2008/4/30

365 懲役７年 求刑懲役7年 強姦罪 京都地裁 2008/4/22

353 懲役４年 求刑懲役6年 人身売買などの罪 長野地裁 2008/3/26

348 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦致傷罪 東京地裁 2008/3/25

347 懲役６年 求刑懲役7年 わいせつ目的誘拐などの罪 長崎地裁 2008/3/21

341 懲役３年6月 求刑懲役4年 職業安定法違反（有害業務紹介）などの罪 長崎地裁 2008/3/6

326 懲役６年 求刑懲役7年 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 福井地裁 2008/1/22

324 懲役７年 求刑懲役8年 わいせつ目的略取などの罪 千葉地裁松戸支部 2008/1/21

320 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦致傷、銃刀法違反などの罪 徳島地裁 2008/1/10

308 懲役８年 求刑懲役10年 強姦、強盗などの罪 青森地裁八戸支部 2007/12/14

301 上告棄却 懲役４年6月 集団準強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2007/11/14

296 懲役４年6月 求刑懲役8年 準強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2007/10/29

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

444 準強制わいせつ、軽犯罪法違反の罪 千葉地裁 2008/11/6



283 一審破棄 懲役４年6月 一審懲役5年6月 集団準強姦などの罪 大阪高裁 2007/7/18

274 懲役３年4月 求刑懲役5年 強姦罪 鳥取地裁米子支部 2007/3/23

273 懲役７年 求刑懲役10年 準強姦などの罪 山形地裁 2007/3/17

271 懲役８年 求刑懲役10年 強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2007/3/10

260 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 高知地裁 2007/2/17

2被告 2被告
懲役４年 求刑懲役6年

238 懲役７年 求刑懲役8年 強姦、児童ポルノ禁止法違反などの罪 さいたま地裁 2007/1/11

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

232 懲役９年 求刑懲役12年 強姦 、監禁などの罪 鹿児島地裁 2006/12/21

213 懲役９年6月 求刑懲役12年 強姦などの罪 静岡地裁 2006/11/23

210 上告棄却 懲役９年 強姦、住居侵入の罪 最高裁第1小法廷 2006/11/17

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

190 懲役３年4月 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2006/10/19

190 懲役３年6月 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2006/10/19

183 懲役５年6月 求刑懲役8年 集団準強姦、準強姦致傷罪 京都地裁 2006/10/11

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

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

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

177 懲役６年 求刑懲役7年 強姦、強姦未遂罪 福岡地裁 2006/9/7

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

173 懲役５年 求刑懲役7年 わいせつ誘拐罪 岡山地裁 2006/8/16

170 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入などの罪 長崎地裁 2006/8/5

169 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2006/8/4

懲役４年 求刑懲役6年

罰金30万円 罰金30万円

151 懲役４年 求刑懲役7年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

151 懲役７年6月 求刑懲役12年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

142 懲役３年8月 求刑懲役5年 強姦未遂罪などの罪 鳥取地裁 2006/6/17

140 控訴棄却 懲役４年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

160 人身売買などの罪 前橋地裁 2006/7/21

249 集団強姦致傷などの罪 福岡地裁 2007/1/30



140 控訴棄却 懲役５年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

140 一審破棄 懲役８年 一審懲役8年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

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

2被告
懲役３年6月

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

125 懲役５年 求刑懲役7年 強姦などの罪 京都地裁 2006/4/28

120 懲役４年 求刑懲役6年 強姦罪 東京地裁 2006/4/14

118 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 金沢地裁 2006/4/11

5被告

懲役５年

116 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2006/3/29

114 懲役９年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 那覇地裁 2006/3/24

104 懲役９年 求刑懲役10年 強姦などの罪 福井地裁 2006/3/15

97 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦未遂、わいせつ目的誘拐の罪 熊本地裁 2006/3/7

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

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

88 上告棄却 懲役５年 強姦、電子計算機使用詐欺などの罪 最高裁第1小法廷 2006/2/16

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

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

69 懲役８年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2005/12/28

67 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦、強盗、住居侵入の罪 盛岡地裁 2005/12/28

64 懲役９年 － 準強姦罪 札幌地裁 2005/12/27

61 懲役４年 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 奈良家裁 2005/12/16

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

58 懲役３年6月 求刑懲役7年 強姦罪 神戸地裁 2005/12/9

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

54 懲役５年 求刑懲役7年 強姦、強盗の罪 福井地裁 2005/12/7

50 懲役４年 求刑懲役4年 集団強姦ほう助罪 札幌地裁 2005/11/29

2006/4/6

128 － 人身売買などの罪 長野地裁 2006/5/18

117 求刑懲役6年 集団強姦罪 山形地裁



50 懲役５年 求刑懲役5年 集団強姦罪 札幌地裁 2005/11/29

50 懲役８年 求刑懲役8年 集団強姦罪 札幌地裁 2005/11/29

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

46 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、業務上横領罪 宮崎地裁 2005/11/19

43 懲役８年 求刑懲役10年 営利及びわいせつ目的誘拐、監禁などの罪 奈良地裁 2005/11/15

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

37 懲役３年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

30 懲役４年 － わいせつ目的誘拐などの罪 和歌山地裁 2005/10/26

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

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

2 懲役５年－９年 求刑懲役5-10年 強姦、強盗などの罪 大阪地裁堺支部 2005/7/7

1 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦、わいせつ目的誘拐罪 札幌地裁 2005/6/22


