
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3731 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪 横浜地裁小田原支部 2017/12/26

3726 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑懲役10－15年 1 殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 2017/12/25

T96 裁判員 懲役６年－８年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2017/12/13

3713 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 仙台地裁 2017/12/13

3706 裁判員 懲役７年－９年 求刑懲役8－12年 1 傷害致死などの罪 神戸地裁 2017/12/4

3704 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 津地裁 2017/12/1

3672 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2017/10/31

3619 裁判員 懲役５年6月－９年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2017/8/28

3599 裁判員 懲役６年－９年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2017/7/11

3543 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2017/3/24

3535 裁判員 懲役８年－１３年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2017/3/17

3499 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/2/13

3492 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、逮捕監禁罪 千葉地裁 2017/2/3

3459 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/12/14

3453 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－8年 1 傷害致死などの罪 神戸地裁 2016/12/8

*692 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役7－10年 0 強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2016/12/2

3444 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、死体損壊などの罪 釧路地裁 2016/11/29

3419 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑懲役10－15年 2 殺人罪 甲府地裁 2016/11/1

3408 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑無期懲役 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2016/10/19

3379 裁判員 家裁移送 求刑懲役4－8年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の未熟運転などの罪 大阪地裁 2016/8/2

裁判員
差戻し審

3351 裁判員 家裁移送 求刑懲役10－15年 2 殺人罪 横浜地裁 2016/6/23

3340 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役4－5年 1 傷害致死罪 山形地裁 2016/6/13

3328 裁判員 懲役６年－１０年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2016/6/3

3316 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 長野地裁 2016/5/23

3308 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役7－10年 1 危険運転致死傷などの罪 横浜地裁 2016/4/28

2016/7/153370 懲役５年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福岡地裁

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　裁判員裁判になった少年事件での判決例　（2009/12/4～2017/12/26）



3281 裁判員 懲役１８年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2016/3/18

3274 裁判員 懲役４年－６年6月 求刑懲役4－8年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2016/3/14

3271 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役4－6年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 山形地裁 2016/3/9

3264 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、殺人未遂罪 さいたま地裁 2016/3/1

3243 裁判員 懲役９年－１３年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/2/10

3240 裁判員 懲役７年－１２年 求刑懲役10－15年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2016/2/9

3235 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役4－6年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2016/2/2

3230 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2016/1/27

3224 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、銃刀法違反などの罪 那覇地裁 2016/1/22

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

*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

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

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

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

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

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

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

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

3049 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2015/5/1

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

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

2被告 2被告
懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年

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

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

2953 裁判員 懲役１５年 求刑無期懲役 2 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/12/25

2932 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 2 危険運転致死傷罪 長崎地裁 2014/12/8

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



2927 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2014/12/2

2904 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2014/10/24

2876 裁判員 懲役４年－７年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2014/9/17

2872 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 横浜地裁 2014/9/11

2839 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 京都地裁 2014/7/14

2824 裁判員 懲役５年－８年6月 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 富山地裁 2014/6/23

T86 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷、道交法違反（酒気帯び運転）罪 横浜地裁 2014/4/25

2771 裁判員 懲役３年6月－５年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2771 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2被告 2被告
懲役５年－８年 求刑懲役5－10年

**89 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2014/3/14

S*33 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/3/13

2755 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人、死体遺棄罪 福岡地裁 2014/3/11

*623 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強盗致傷、恐喝罪 さいたま地裁 2014/3/6

2748 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京地裁立川支部 2014/3/4

T81 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2014/2/26

2732 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2014/2/18

2724 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人などの罪 東京地裁立川支部 2014/2/7

懲役４年－８年 求刑懲役5-10年
罰金300万円 罰金400万円

S1373 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2013/12/18

2684 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死罪 山形地裁 2013/12/6

2677 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2013/11/27

2654 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 大分地裁 2013/10/25

2637 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、強盗未遂罪 さいたま地裁 2013/10/8

2630 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 山形地裁 2013/10/3

2611 裁判員 懲役４年－７年 求刑懲役4－7年 1 傷害致死罪 大分地裁 2013/9/6

S1345 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 集団強姦致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/7/12

2578 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役4－7年 1 危険運転致死傷などの罪 名古屋地裁 2013/7/5

2771 裁判員 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁

C*281 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 2014/1/22

2014/3/20



2571 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役3－4年 1 傷害致死などの罪 水戸地裁 2013/6/26

懲役５年 求刑懲役9年
罰金100万円 罰金300万円

2543 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 山形地裁 2013/5/30

2534 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 水戸地裁 2013/5/27

**72 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/5/20

2519 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 水戸地裁 2013/5/17

2491 裁判員 懲役３年6月－６年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死などの罪 水戸地裁 2013/4/19

E53 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 - 海賊対処法違反（運航支配未遂）罪 東京地裁 2013/4/12

*597 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強盗致傷、窃盗罪 名古屋地裁 2013/3/21

**70 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－8年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2013/3/19

2462 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 東京地裁 2013/3/19

T65 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2013/3/15

2443 裁判員 家裁移送 求刑懲役5－10年 0 殺人未遂などの罪 さいたま地裁 2013/3/12

E52 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 - 海賊対処法違反（運航支配未遂）罪 東京地裁 2013/2/25

2415 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2013/2/22

**65 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2013/1/17

2359 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2012/12/21

2321 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役5－7年 1 危険運転致死傷などの罪 富山地裁 2012/11/29

2312
（S1230）

2284 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2012/10/26

2275 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、道交法違反（酒気帯び運転、ひき逃げ）などの罪 長野地裁 2012/10/19

S1197 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強盗致傷などの罪 熊本地裁 2012/10/1

**60 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗致傷、窃盗罪 千葉地裁 2012/9/21

2208 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 新潟地裁 2012/7/27

2173 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人、死体遺棄などの罪 仙台地裁 2012/7/9

2153 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げ）罪 神戸地裁 2012/6/27

S1137 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 0 強姦致傷、強姦罪 さいたま地裁 2012/6/14

2121 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役15年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2012/5/25

2013/6/4C*238 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

2012/11/21裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 千葉地裁



2091 裁判員 家裁移送 求刑懲役3－5年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2012/4/20

2091 裁判員 懲役２年－３年 求刑懲役3－6年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2012/4/20

懲役４年－６年 求刑懲役5－8年
罰金200万円 罰金300万円

**46 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2012/3/9

*487 裁判員 家裁移送 求刑懲役4－7年 0 強盗致傷などの罪 福岡地裁 2012/2/24

T40 裁判員 懲役４年6月－６年6月 求刑懲役5－8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2012/2/24

*481 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 0 強盗致傷、強盗などの罪 岡山地裁 2012/2/10

1988 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 危険運転致死罪 名古屋地裁 2012/2/6

2被告 2被告
懲役４年－７年 求刑懲役5－8年
罰金400万円 罰金500万円

*476 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強盗致傷罪 前橋地裁 2012/2/3

S*17 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 千葉地裁 2012/2/3

懲役４年－６年 求刑懲役4－7年
罰金250万円 罰金300万円

1948 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/12/22

1938 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2011/12/20

*467 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 高松地裁 2011/12/15

*458 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 現住建造物等放火罪 岐阜地裁 2011/11/18

**38 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2011/11/16

*455 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2011/11/15

1870 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2011/11/2

1863 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/10/28

**36 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 千葉地裁 2011/10/20

**35 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2011/10/7

1827 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3－5年 1 逮捕監禁致死罪 鹿児島地裁 2011/9/29

1816 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死、暴行罪 京都地裁 2011/9/16

1802 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/9/8

T27 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－7年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2011/9/6

1791 裁判員 無罪 求刑懲役13年 1 殺人罪　（客観的証拠なし） 仙台地裁 2011/9/1

覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2012/2/3

C*156 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 2012/3/23

C*131 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 2011/12/26

C*140 裁判員 -



T22 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死罪 千葉地裁 2011/7/8

1752 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－8年 1 傷害致死などの罪 長野地裁 2011/7/8

1751 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 宇都宮地裁 2011/7/8

懲役４年－８年 求刑懲役5－10年
罰金350万円 罰金400万円

*415 裁判員 家裁移送 求刑懲役4－6年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁 2011/6/30

1708 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死、傷害、恐喝罪 宇都宮地裁 2011/6/10

*403 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強盗致傷罪 鹿児島地裁 2011/5/27

1688 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役4－8年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2011/5/27

*397 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強盗致傷罪 名古屋地裁 2011/5/20

1673 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 宇都宮地裁 2011/5/20

**26 裁判員 懲役６年10月 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 千葉地裁 2011/5/19

1652 裁判員 懲役３年－４年6月 求刑懲役4－6年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2011/4/26

1637 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪 京都地裁 2011/3/28

1618 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/3/15

**24 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2011/3/11

1584 裁判員 懲役５年－８年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2011/2/25

S876 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 0 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/2/17

1561 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2011/2/10

1545 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗殺人未遂罪 宇都宮地裁 2011/2/1

S*06 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2011/1/14

*340 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強盗致傷、監禁罪 山形地裁 2010/12/20

1504 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死罪 大阪地裁堺支部 2010/12/17

1503 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－8年 2 殺人ほう助などの罪 仙台地裁 2010/12/17

1486 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 千葉地裁 2010/12/9

1458 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 仙台地裁 2010/11/25

1456 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 奈良地裁 2010/11/24

S793 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－7年 0 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

1398 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2010/10/22

1373 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－7年 1 危険運転致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/10/8

C*62 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 2011/7/7



1359 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 千葉地裁 2010/10/5

S774 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/10/1

1328 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 0 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 2010/9/14

1305 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2010/9/3

*246 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2010/9/2

*246 裁判員 懲役９年4月 求刑懲役11年 0 強盗致傷などの罪 大阪地裁 2010/9/2

1241 裁判員 懲役１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/7/14

*184 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2010/6/25

S712 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 0 強姦致傷罪 大津地裁 2010/6/25

1203 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 強盗致死などの罪（従犯） 東京地裁 2010/6/23

*164 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役7年 0 強盗致傷、窃盗罪　詐欺罪は無罪 東京地裁立川支部 2010/6/9

*158 裁判員 懲役４年－７年 求刑懲役5－10年 0 強盗致傷などの罪 さいたま地裁 2010/6/3

*150 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－8年 0 強盗致傷罪 静岡地裁沼津支部 2010/5/27

*149 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役4－6年 0 強盗致傷、銃刀法違反罪 那覇地裁 2010/5/27

S668 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 強姦致傷罪 東京地裁 2010/5/20

S659 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/5/13

1142 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 さいたま地裁 2010/4/28

1138 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/4/26

**12 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 千葉地裁 2010/3/26

S646 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

*57 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 0 強盗致傷などの罪 横浜地裁 2010/1/21

S570 裁判員 懲役５年－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


