
No. 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

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

*53 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火の罪 長崎地裁 2009/12/18

*52 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 福島地裁郡山支部 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

*51 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2009/12/18

*50 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2009/12/18

S581 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役７年 0 強姦致傷罪 神戸地裁 2009/12/18

懲役９年 求刑懲役13年

罰金500万円 罰金800万円

2009年裁判員裁判対象事件　第一審公判が終了した人数

まさかりの部屋　裁判員裁判　裁判員裁判での2009年の判決例　（2009/08/06～12/18）

判決

C35 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁 2009/12/17



懲役１１年 求刑懲役13年

罰金400万円 罰金700万円

E4 裁判員 懲役２年6月（３） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 熊本地裁 2009/12/17

E3 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使罪 岐阜地裁 2009/12/17

S579 裁判員 懲役６年 求刑懲役７年 0 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2009/12/17

971 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 京都地裁 2009/12/17

970 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2009/12/17

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

*49 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 鳥取地裁 2009/12/16

*48 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 仙台地裁 2009/12/16

*47 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 宮崎地裁 2009/12/16

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

960 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2009/12/14

*46 裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 0 強盗致傷などの罪 大津地裁 2009/12/14

S577 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 集団強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2009/12/11

956 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役10年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 神戸地裁姫路支部 2009/12/11

*45 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 広島地裁 2009/12/11

*44 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2009/12/11

*43 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷、住居侵入罪 さいたま地裁 2009/12/11

*42 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁 2009/12/10

*41 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷、銃刀法違反罪 名古屋地裁岡崎支部 2009/12/10

955 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 京都地裁 2009/12/10

954 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人、窃盗罪 長野地裁 2009/12/10

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

952 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 名古屋地裁 2009/12/10

S576 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2009/12/10

S575 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/12/9

948 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 金沢地裁 2009/12/9

2009/12/17C34 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁



947 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2009/12/9

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

*40 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 福岡地裁 2009/12/8

943 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

懲役８年6月 求刑懲役12年

罰金350万円 罰金700万円

追徴金25,720円 追徴金25,720円

懲役６年 求刑懲役8年

罰金250万円 罰金300万円

S572 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 強姦致傷などの罪 熊本地裁 2009/12/4

S571 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 広島地裁 2009/12/4

S570 裁判員 懲役５－１０年 求刑懲役5-10年 0 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 2009/12/4

*39 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 大津地裁 2009/12/4

*38 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 岡山地裁 2009/12/4

懲役７年 求刑懲役11年

罰金100万円 罰金500万円

懲役８年 求刑懲役10年

罰金350万円 罰金400万円

*37 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 仙台地裁 2009/12/3

*36 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火の罪 山形地裁 2009/12/3

*35 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火の罪 岐阜地裁 2009/12/3

939 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2009/12/3

3被告

懲役３年（５）

S569 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

S568 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 札幌地裁 2009/11/27

*34 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2009/11/27

*33 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷などの罪 鹿児島地裁 2009/11/26

2009/11/30S569 裁判員 求刑懲役6年 0 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁

2009/12/3

C29 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 札幌地裁 2009/12/3

C28 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京地裁

2009/12/7

C31 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪地裁 2009/12/7

C30 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁



934 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 松山地裁 2009/11/26

933 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 静岡地裁沼津支部 2009/11/26

S564 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 水戸地裁 2009/11/26

懲役１０年 求刑懲役12年

罰金500万円 罰金700万円

S563 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 準強姦致傷罪 東京地裁 2009/11/20

932 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 広島地裁 2009/11/20

S562 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2009/11/20

S561 裁判員 懲役９年10月 求刑懲役10年 0 強姦致傷罪 仙台地裁 2009/11/20

931 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 徳島地裁 2009/11/20

*31 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 宮崎地裁 2009/11/19

*30 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大津地裁 2009/11/19

*29 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2009/11/19

*28 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷などの罪 青森地裁 2009/11/19

*27 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪 神戸地裁 2009/11/18

*26 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、窃盗などの罪 仙台地裁 2009/11/18

懲役９年 求刑懲役12年

罰金350万円 罰金700万円

S558 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強姦致傷などの罪 大津地裁 2009/11/13

*25 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 広島地裁 2009/11/13

*24 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2009/11/13

懲役７年 求刑懲役11年

罰金300万円 罰金500万円

*23 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 東京地裁立川支部 2009/11/12

懲役８年 求刑懲役11年

罰金350万円 罰金700万円

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

920 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2009/11/6

911 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、窃盗などの罪 富山地裁 2009/10/29

- 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪地裁

2009/11/11

C24 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2009/11/12

C23 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）の罪 大阪地裁

2009/11/13

C26 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2009/11/20

C25 裁判員



*22 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、住居侵入、銃刀法違反の罪 松江地裁 2009/10/29

*21 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2009/10/29

S556 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2009/10/29

*20 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 甲府地裁 2009/10/29

910 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 静岡地裁浜松支部 2009/10/29

909 裁判員 懲役２１年 求刑懲役22年 0 強盗殺人未遂などの罪 鳥取地裁 2009/10/29

*19 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 大津地裁 2009/10/29

*19 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 大津地裁 2009/10/29

*18 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年6月 0 強盗致傷、窃盗罪 京都地裁 2009/10/29

*17 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 静岡地裁沼津支部 2009/10/28

E2 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 - 通貨偽造・同行使罪 大阪地裁 2009/10/26

E1 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 - 通貨偽造・同行使罪 さいたま地裁 2009/10/22

905 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 甲府地裁 2009/10/22

*15 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁小田原支部 2009/10/22

S552 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/10/22

900 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 熊本地裁 2009/10/16

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

*14 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗致傷罪 福井地裁 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

893 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2009/10/9

*13 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷、覚せい剤取締法違反などの罪 大阪地裁 2009/10/9

892 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 徳島地裁 2009/10/9

*12 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 現住建造物等放火未遂罪 秋田地裁 2009/10/9

*11 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 建造物等以外放火罪　（建造物等放火罪不成立） 横浜地裁 2009/10/8

*10 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 東京地裁 2009/10/8

懲役７年 求刑懲役10年

罰金300万円 罰金500万円

*9 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 現住建造物等放火などの罪 さいたま地裁 2009/10/5

888 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福島地裁郡山支部 2009/10/2

C14 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪地裁 2009/10/7



887 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2009/10/1

懲役８年 求刑懲役12年

罰金500万円 罰金700万円

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

*7 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2009/9/18

*6 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火、傷害などの罪 高松地裁 2009/9/17

*5 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 津地裁 2009/9/17

870 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 和歌山地裁 2009/9/16

懲役７年 求刑懲役9年 覚せい剤取締法違反（営利目的密輸）、

罰金200万円 罰金200万円 関税法違反の罪

追徴金約765万円 追徴金約765万円

*3 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2009/9/11

懲役５年 求刑懲役10年

罰金350万円 罰金500万円

864 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 山口地裁 2009/9/9

863 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 神戸地裁 2009/9/9

S532 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪 青森地裁 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

848 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁 2009/8/6

2009/9/9

C11 裁判員 - 福岡地裁 2009/9/11

C9 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的密輸）の罪 大阪地裁

C13 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2009/9/30


