
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3730 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2017/12/26

3729 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 水戸地裁 2017/12/26

3727 裁判員 懲役１０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 千葉地裁 2017/12/25

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

3720 裁判員 懲役１４年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、強姦罪 宇都宮地裁 2017/12/18

3719 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 0 強盗殺人未遂、建造物侵入罪 千葉地裁 2017/12/18

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

懲役１３年 求刑懲役15年
罰金20万円 罰金20万円

3702 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 長野地裁松本支部 2017/11/30

3697 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 殺人未遂などの罪 高松地裁 2017/11/27

3693 裁判員 懲役１０年 求刑無期懲役 1 傷害致死、死体遺棄罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2017/11/22

3692 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2017/11/22

3691 裁判員 懲役１１年 求刑懲役20年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 前橋地裁 2017/11/22

3688 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 盛岡地裁 2017/11/21

3687 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 殺人罪 長崎地裁 2017/11/20

懲役１０年 求刑懲役12年
罰金500万円 罰金600万円
懲役１０年 求刑懲役14年

罰金500万円 罰金600万円

3674 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/11/2

3671 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/10/30

3665 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 2 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁沼津支部 2017/10/24

3664 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/10/23

S1676 裁判員 懲役１１年 0 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2017/10/18

3659 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 東京地裁 2017/10/17

3657 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 逮捕監禁致死などの罪 横浜地裁 2017/10/13

3656 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁 2017/10/12

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　懲役10年以上20年未満の判決例　（2017/1/13～2017/12/26）

E60 裁判員 - 銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 京都地裁 2017/12/6

2017/11/9

C356 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 那覇地裁 2017/11/9

C356 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 那覇地裁



3650 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/10/6

3647 裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 岐阜地裁 2017/10/4

3646 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 神戸地裁 2017/10/3

3642 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大津地裁 2017/9/29

3640 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2017/9/28

3636 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 和歌山地裁 2017/9/22

3635 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 仙台地裁 2017/9/22

3628 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 奈良地裁 2017/9/12

3624 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2017/9/11

3622 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 名古屋地裁 2017/9/8

3614 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2017/8/1

3613 裁判員 懲役１１年 求刑無期懲役 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（強盗致死罪不成立） 福島地裁郡山支部 2017/7/27

3607 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2017/7/19

S1657 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福井地裁 2017/7/7

3595 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 旭川地裁 2017/7/6

3588 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 静岡地裁沼津支部 2017/6/27

3583 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/6/16

3582 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 さいたま地裁 2017/6/15

3579 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2017/6/12

懲役１９年 求刑懲役22年 麻薬特例法違反（業としての不法輸入）、
罰金1000万円 罰金1000万円 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪

3570 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2017/5/30

3569 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 名古屋地裁 2017/5/26

3568 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人罪 静岡地裁 2017/5/26

3567 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、現住建造物等放火罪 高松地裁 2017/5/26

3565 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2017/5/26

3564 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役13年 1 保護責任者遺棄致死などの罪　 （傷害罪不成立） さいたま地裁 2017/5/25

3560 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2017/5/19

3550 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 和歌山地裁 2017/3/28

3549 裁判員 懲役１０年 求刑懲役11年 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/3/27

C351 裁判員 - 大阪地裁 2017/6/2



3549 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/3/27

3543 裁判員 懲役１４年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/24

3539 裁判員 懲役１３年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2017/3/21

3537 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪 松山地裁 2017/3/17

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

3533 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 横浜地裁 2017/3/16

3533 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 横浜地裁 2017/3/16

3529 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2017/3/15

懲役１７年 求刑懲役20年
罰金800万円 罰金1000万円

3513 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 2 危険運転致死傷などの罪 大阪地裁 2017/3/3

3508 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 大阪地裁 2017/3/1

3507 裁判員 懲役１４年6月 求刑懲役17年 0 殺人未遂などの罪　（ストーカー） 東京地裁立川支部 2017/2/28

S1631 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつ、住居侵入罪 千葉地裁 2017/2/14

3498 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 高松地裁 2017/2/13

S1630 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 福井地裁 2017/2/10

3495 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、覚醒剤取締法違反（使用）罪 熊本地裁 2017/2/8

3476 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 長野地裁 2017/1/19

懲役１７年 求刑懲役18年
罰金1000万円 罰金1000万円

追徴金約6700万円 追徴金1億2000万円

2017/3/10

C343 裁判員 - 麻薬特例法違反（業としての譲渡）などの罪 神戸地裁 2017/1/13

C345 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


