
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

*670 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、窃盗罪 青森地裁 2015/12/25

3219 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死、逮捕監禁罪 さいたま地裁 2015/12/25

3218 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 広島地裁 2015./12/25

懲役１２年 求刑懲役16年

罰金500万円 罰金700万円

3216 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 水戸地裁 2015/12/22

懲役２５年 求刑懲役30年

罰金1000万円 罰金1500万円

3215 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2015/12/21

S1536 裁判員 懲役５年 0 強姦致傷罪 水戸地裁 2015/12/21

3214 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 奈良地裁 2015./12/18

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

2被告 2被告

無期懲役 求刑無期懲役

まさかりの部屋　裁判員裁判　裁判員裁判での2015年の判決例　（2015/01/16～12/25）

2015年裁判員裁判対象事件　第一審公判が終了した人数

C310 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 2015/12/22

3212 裁判員 1 強盗殺人、詐欺罪 宇都宮地裁 2015/12/18

C308 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 横浜地裁 2015/12/21



*669 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2015/12/17

3210 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死、逮捕監禁罪 さいたま地裁 2015/12/17

3209 裁判員 懲役１２年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪　（強盗殺人罪不成立、心神耗弱状態） 福岡地裁小倉支部 2015/12/17

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

3207 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 大津地裁 2015./12/15

3206 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2015/12/15

3205 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 佐賀地裁 2015./12/14

*668 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2015/12/11

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

懲役１１年6月 求刑懲役18年
罰金500万円 罰金800万円
懲役１２年 求刑懲役20年
罰金500万円 罰金1000万円

S1534 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 準強姦致傷などの罪 東京地裁 2015/12/10

S1533 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強姦致死などの罪 新潟地裁 2015/12/10

3202 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2015/12/9

3200 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 大阪地裁 2015/12/8

S1530 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/12/7

S1528 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 佐賀地裁 2015/12/7

*667 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 0 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗などの罪 さいたま地裁 2015/12/4

3198 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2015./12/04

3196 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂罪 横浜地裁 2015./12/03

3195 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死、監禁などの罪 さいたま地裁 2015/12/3

3193 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 松山地裁 2015./12/01

3192 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2015./11/30

3191 裁判員 無罪 求刑懲役6年 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪地裁 2015/11/30

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

3188 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2015./11/27

C307 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 2015/12/10

C307 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 2015/12/10



3187 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2015/11/27

3184 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 大津地裁 2015/11/26

3183 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 宮崎地裁 2015/11/26

*666 裁判員 懲役７年－１２年 求刑懲役7－13年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 京都地裁 2015/11/25

*665 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷などの罪 仙台地裁 2015/11/25

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

3181 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 大阪地裁堺支部 2015/11/20

3180 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷などの罪 長野地裁 2015./11/20

3178 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、薬事法違反（危険ドラッグ使用）罪 横浜地裁 2015./11/16

3175 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 4 殺人、傷害致死などの罪 神戸地裁 2015/11/13

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

3173 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 大津地裁 2015/11/12

*664 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、常習累犯窃盗などの罪 さいたま地裁 2015/11/11

3172 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2015/11/11

懲役７年 求刑懲役8年
罰金100万円 罰金100万円
追徴金240万円 追徴金240万円

3170 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 仙台地裁 2015./11/06

3169 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、詐欺罪 鳥取地裁 2015./11/05

3168 裁判員 懲役３年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2015./11/05

*663 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 爆発物取締罰則違反（製造）、威力業務妨害などの罪 宇都宮地裁 2015/11/4

3167 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 0 殺人未遂、傷害などの罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2015./11/04

3166 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 津地裁 2015./11/04

3165 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（ストーカー） 盛岡地裁 2015./10/30

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

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

3160 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－8年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2015/10/27

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

3158 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 長野地裁 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

C306 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 静岡地裁 2015/11/6



3154 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 横浜地裁 2015./10/22

3153 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/10/19

3153 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/10/19

S1520 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

S1520 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

S1520 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

3149 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 福井地裁 2015./10/09

3148 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2015./10/08

3147 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 神戸地裁 2015./10/08

2被告 2被告

懲役１４年 求刑懲役20年

3145 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2015./10/08

3144 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反罪　（無差別殺人） さいたま地裁 2015/10/7

3142 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 大阪地裁 2015./10/06

S1516 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 京都地裁 2015/10/6

S1515 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/10/2

3139 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015./09/18

3138 裁判員 懲役１６年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 水戸地裁 2015./09/18

3137 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 宮崎地裁 2015/9/18

3137 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 宮崎地裁 2015/9/18

3136 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）、強盗などの罪 水戸地裁 2015./09/17

3135 裁判員 懲役９年 1 殺人罪 大阪地裁 2015/9/17

3134 裁判員 懲役１８年 1 殺人、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2015/9/17

3133 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 広島地裁 2015/9/17

3被告 3被告

懲役２１年 求刑懲役30年

3130 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/9/16

3129 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 東京地裁 2015./09/11

3128 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2015./09/09

3127 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2015/9/9

3131 裁判員 3 殺人、傷害致死、詐欺などの罪　（1件殺人罪不成立） 神戸地裁 2015/9/16

3146 裁判員 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁 2015/10/8



3126 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 岐阜地裁 2015/9/7

*661 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、建造物侵入などの罪 さいたま地裁 2015/9/2

3123 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 大阪地裁 2015/9/2

3120 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 和歌山地裁 2015./08/27

3119 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 0 殺人未遂、未成年者略取などの罪 千葉地裁 2015./08/27

3117 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 千葉地裁 2015./08/10

*660 裁判員 免訴 求刑懲役9年 0 暴行罪　（強盗致傷罪不成立） 福岡地裁 2015/8/7

*660 裁判員 無罪 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪　（被害者供述信用性低い） 福岡地裁 2015/8/7

*660 裁判員 無罪 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪　（被害者供述信用性低い） 福岡地裁 2015/8/7

3116 裁判員 懲役１４年 1 傷害致死、死体損壊などの罪 大阪地裁 2015/8/6

3115 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、銃刀法違反罪 さいたま地裁 2015/8/6

3113 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－8年 1 傷害致死、死体遺棄罪 松山地裁 2015/7/31

3112 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死、覚せい剤取締法違反罪 横浜地裁 2015/7/30

3111 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、非現住建造物等放火罪 山口地裁 2015/7/28

3110 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 大津地裁 2015./07/24

3109 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 津地裁 2015./07/24

*659 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 0 強盗致傷、監禁などの罪 高松地裁 2015/7/22

*658 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2015/7/17

3107 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 和歌山地裁 2015/7/17

3106 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 静岡地裁沼津支部 2015./07/16

3104 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015./07/16

3104 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015./07/16

3103 裁判員 無罪 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 千葉地裁 2015/7/16

S1503 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/14

*657 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/13

3101 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2015./07/13

3100 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2015./07/13

3099 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 岐阜地裁 2015./07/13

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./07/10



3095 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 奈良地裁 2015/7/10

3094 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2015./07/09

3093 裁判員 懲役６年 求刑無期懲役 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./07/02

*655 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 東京地裁 2015/7/1

3088 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 横浜地裁 2015./07/01

3085 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人などの罪　（通り魔事件） 大阪地裁 2015/6/26

3084 裁判員 懲役３年－５年6月 求刑懲役4－7年 1 傷害致死、死体遺棄罪 松山地裁 2015/6/26

3084 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－7年 1 傷害致死、死体遺棄罪 松山地裁 2015/6/26

3083 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 東京地裁 2015/6/25

S1500 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強姦致傷、傷害、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2015/6/25

3081 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福島地裁 2015/6/24

2被告 2被告

懲役５年6月 求刑懲役6年

3079 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2015./06/22

*654 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 富山地裁 2015/6/19

3078 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 広島地裁 2015/6/18

3077
（S1499）

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

*652 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 2 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2015/6/15

3073 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 福井地裁 2015/6/12

3072 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2015./06/12

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./06/12

3070 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 千葉地裁 2015/6/12

3069 裁判員 懲役１０年6月 求刑懲役13年 1 殺人罪 長野地裁 2015/6/10

3068 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2015/6/10

3067 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、強盗殺人未遂、非現住建造物等放火などの罪 名古屋地裁 2015/6/8

3066 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役4－6年 1 傷害致死罪 松山地裁 2015/6/5

2015./06/18裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁

3080 裁判員 1 傷害致死罪 高知地裁 2015/6/22



3066 裁判員 懲役５年－８年6月 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 松山地裁 2015/6/5

*651 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗などの罪 奈良地裁 2015/6/1

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

3063 裁判員 無罪 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪　（検察立証不十分） 大阪地裁 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./05/28

3061 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、殺人予備罪　（ストーカー） 大阪地裁 2015/5/28

3060 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 さいたま地裁 2015./05/27

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./05/27

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./05/27

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./05/27

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./05/27

3058 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁 2015./05/27

3057 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死、傷害罪 前橋地裁 2015/5/27

*650 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷、傷害罪 さいたま地裁 2015/5/22

3055 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人罪 横浜地裁 2015./05/19

3054 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪　（従犯） さいたま地裁 2015/5/19

*649 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 現住建造物等放火、窃盗罪などの罪 福岡地裁小倉支部 2015/5/18

3053 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 松山地裁 2015/5/18

3052 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2015./05/18

*648 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、逮捕監禁、傷害、窃盗などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/5/15

3051 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2015./05/15

裁判員 懲役３年 求刑懲役3年6月 0 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 0 強制わいせつ罪

3050 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 広島地裁 2015./05/01

3049 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2015./05/01

3049 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2015./05/01

3047 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 14 殺人などの罪　（地下鉄サリン事件運転手役） 東京地裁 2015/4/30

3045 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死、道交法違反（無免許運転）罪 さいたま地裁 2015/4/28

3044 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 和歌山地裁 2015/4/27

S1493 和歌山地裁 2015/5/14



3043 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 神戸地裁 2015/4/27

S1492 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 0 強姦致傷、わいせつ略取未遂などの罪 千葉地裁 2015/4/27

3042 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁沼津支部 2015./04/24

*647 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 現住建造物等放火、脅迫などの罪 静岡地裁 2015/4/23

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./04/23

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

*646 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷、監禁などの罪 高松地裁 2015/4/22

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./03/30

3034 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 宮崎地裁 2015./03/30

3032 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 京都地裁 2015./03/27

3031 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 札幌地裁 2015/3/27

S1488 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2015/3/25

裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年
差戻し審 罰金750万円 罰金800万円

S1487 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 強制わいせつ致死などの罪 津地裁 2015/3/24

3028 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2015/3/23

3027 裁判員 無罪 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪　（別人放火の可能性） さいたま地裁 2015/3/23

3026 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2015./03/20

*645 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強盗致傷、強姦ほう助などの罪 横浜地裁 2015/3/20

3025 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2015./03/20

3024 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 水戸地裁 2015./03/20

3022 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 山形地裁 2015./03/19

裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人などの罪
（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人などの罪

3020 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2015/3/19

3019 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015./03/18

3018 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人などの罪　（ストーカー） 名古屋地裁 2015/3/18

3017 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、詐欺未遂罪 京都地裁 2015/3/18

3016 裁判員 懲役１７年 求刑懲役25年 1 殺人、加害目的略取などの罪 神戸地裁 2015./03/18

*644 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火、偽計業務妨害などの罪 松江地裁 2015/3/17

3021 神戸地裁 2015./03/19

C293 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪地裁 2015/3/24



3014 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、窃盗などの罪 静岡地裁浜松支部 2015./03/17

T94 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 秋田地裁 2015/3/16

3012 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2015/3/16

3010 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/3/13

3009 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂などの罪 広島地裁 2015/3/13

2被告 2被告

無期懲役 求刑無期懲役

3004 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2015./03/09

2被告 2被告

懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年

3002 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015./03/04

S1480 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 強姦致傷などの罪 和歌山地裁 2015/3/4

3000 裁判員 無罪 求刑無期懲役 2 殺人、非現住建造物等放火罪　（心中の可能性） さいたま地裁 2015/3/3

2999 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 札幌地裁 2015/3/2

2998 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2015./03/02

2被告 2被告
懲役２年6月 求刑懲役3年
罰金50万円 罰金50万円
追徴金約7万円 追徴金約7万円

2被告 2被告
懲役４年6月 求刑懲役6年
罰金70万円 罰金100万円

追徴金約124万円 追徴金約124万円
懲役５年 求刑懲役7年
罰金150万円 罰金150万円

追徴金約1870万円 追徴金約1870万円
懲役９年 求刑懲役12年
罰金200万円 罰金200万円

追徴金約1870万円 追徴金約1870万円

2997 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪　（過剰防衛） 横浜地裁 2015/2/26

2996 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2015./02/25

2995 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 山形地裁 2015/2/24

2994 裁判員 懲役１４年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 東京地裁 2015./02/24

C290 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 京都地裁 2015/2/27

C290 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 京都地裁 2015/2/27

C290 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 京都地裁 2015/2/27

C290 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 京都地裁 2015/2/27

3003 裁判員 1 殺人、殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/3/5

3008 裁判員 1 強盗殺人罪 大阪地裁 2015/3/11



2993 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、銃刀法違反罪 大分地裁 2015/2/23

2992 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、銃刀法違反罪 東京地裁立川支部 2015/2/23

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./02/20

2990 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪　（自殺の可能性） 京都地裁 2015/2/20

2989 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人、殺人予備などの罪 札幌地裁 2015./02/20

2988 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2015/2/20

S1478 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 0 強盗強姦未遂罪 さいたま地裁 2015/2/18

2986 裁判員 懲役１０年 求刑懲役11年 1 危険運転致死傷などの罪 横浜地裁 2015/2/17

2985 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2015/2/16

懲役７年 求刑懲役7年
罰金150万円 罰金200万円

2984 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反罪 横浜地裁 2015./02/13

2983 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2015./02/13

S1477 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/2/13

2982 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁堺支部 2015/2/10

2981 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2015/2/10

2980 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 岡山地裁 2015/2/10

2979 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 青森地裁 2015./02/10

S1475 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦などの罪 さいたま地裁 2015/2/10

*643 裁判員 懲役８年 求刑懲役16年 0 強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/2/6

2977 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大分地裁 2015./02/06

*642 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷などの罪 高松地裁 2015/2/5

2975 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2015/2/5

2974 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 京都地裁 2015./02/05

2973 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2015./02/05

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./02/04

2969 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 2 危険運転致死、道交法違反罪 岐阜地裁 2015/2/2

2968 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 山形地裁 2015/2/2

2967 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 奈良地裁 2015./02/02

2965 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 京都地裁 2015/1/30

C288 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 さいたま地裁 2015/2/13



2964 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 傷害致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 福岡地裁 2015/1/29

2963 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 危険運転致死などの罪 さいたま地裁 2015/1/29

2被告 2被告

懲役２年6月 求刑懲役4年

*641 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火未遂、非現住建造物等放火罪 青森地裁 2015/1/26

2960 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 危険運転致死罪 高松地裁 2015/1/26

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

2958 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2015/1/23

*640 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 現住建造物等放火罪 佐賀地裁 2015/1/22

2955 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 危険運転致死罪 横浜地裁 2015/1/21

2954 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪　（正当防衛） 札幌地裁 2015/1/16

2962 裁判員 1 傷害致死罪 熊本地裁 2015/1/27


