
No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

3723 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 0 殺人などの罪 東京地裁 2017/12/20

懲役２０年 求刑懲役25年
罰金1000万円 罰金1000万円

3700 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2017/11/28

3678 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄罪 福島地裁 2017/11/9

3678 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、死体遺棄罪 福島地裁 2017/11/9

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

3649 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 長野地裁松本支部 2017/10/5

懲役２５年 求刑懲役25年
罰金1000万円 罰金1000万円
懲役２７年 求刑懲役30年
罰金1000万円 罰金1000万円

3597 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 高知地裁 2017/7/7

3581 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂罪 神戸地裁 2017/6/15

懲役２２年 求刑懲役30年
罰金800万円 罰金800万円

追徴金約3337万円 追徴金約3337万円

3576 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 強盗致死、死体遺棄などの罪 福島地裁郡山支部 2017/6/6

3559 裁判員 懲役２０年 求刑懲役30年 1 殺人、有印私文書偽造・同行使などの罪 福島地裁郡山支部 2017/5/19

3510 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/3/3

3506 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 鹿児島地裁 2017/2/28

3494 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死、死体遺棄などの罪 福島地裁郡山支部 2017/2/7

3487 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2017/1/27

3482 裁判員 懲役２２年 求刑懲役27年 1 殺人、詐欺罪 神戸地裁姫路支部 2017/1/26

3467 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 大分地裁 2016/12/19

3461 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2016/12/15

3456 裁判員 懲役２１年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2016/12/14

S1621 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2016/12/12

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　懲役20年以上の判決例　（2009/10/29～2017/12/20）

C359 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 2017/12/11

C355 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2017/9/22

C355 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 福岡地裁 2017/9/22

C352 裁判員 - 千葉地裁 2017/6/12麻薬特例法違反（業としての不法輸入）、銃刀法違反などの罪



3451 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 東京地裁 2016/12/7

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

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役23年

3418 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 強盗殺人などの罪　（従犯） 山形地裁 2016/10/31

3416 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2016/10/28

3397 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2016/9/26

3381 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/8/8

3373
（S1590）

3355 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 強盗殺人などの罪 札幌地裁 2016/6/24

3353 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/6/24

3352 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2016/6/23

3327 裁判員 懲役２４年 求刑懲役27年 1 殺人、業務上横領などの罪 広島地裁 2016/6/2

3285 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 3 殺人、非現住建造物等放火、銃刀法違反罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/3/22

3281 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2016/3/18

3277 裁判員
（S1556） 差戻し審

3270 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、窃盗などの罪 千葉地裁 2016/3/9

3262 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、死体遺棄、窃盗罪 福井地裁 2016/3/1

*674 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 現住建造物等放火、住居侵入、窃盗などの罪 さいたま地裁 2016/2/26

3253 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2016/2/23

3245 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 3 殺人などの罪 神戸地裁 2016/2/12

3225 裁判員 懲役２２年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 さいたま地裁 2016/1/22

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

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

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

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

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

3428 裁判員 4 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

懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 東京地裁立川支部 2016/3/15

2016/11/10

裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 1 殺人、保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2016/7/20

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



3被告 3被告
懲役２１年 求刑懲役30年

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

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

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

*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

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

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

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

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

S1460 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 0 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 札幌地裁 2014/12/9

S1449 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強姦などの罪 横浜地裁 2014/11/14

2909 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 東京地裁立川支部 2014/10/31

2869 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁立川支部 2014/9/9

2852 裁判員 懲役２２年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪　（ストーカー） 東京地裁立川支部 2014/8/1

2843 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 殺人、銃刀法違反（拳銃の発射）罪 大阪地裁堺支部 2014/7/18

2837 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、詐欺などの罪　（保険金目的） 名古屋地裁 2014/7/10

*632 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 鹿児島地裁 2014/7/9

懲役２０年 求刑懲役20年
罰金1000万円 罰金1000万円
懲役２０年 求刑懲役28年
罰金1000万円 罰金1500万円

2728 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2014/2/13

2698 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2013/12/20

2696 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、傷害罪 神戸地裁姫路支部 2013/12/19

2692 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/12/13

2679 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2013/11/28

2644 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反罪 神戸地裁 2013/10/17

2635 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2013/10/8

S*28 裁判員 懲役２４年 求刑懲役28年 0 強盗強姦、強盗、住居侵入罪 千葉地裁 2013/9/24

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

C*285 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 2014/2/26

C258 裁判員 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 神戸地裁 2014/2/28



2616 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗殺人、窃盗、詐欺罪 横浜地裁小田原支部 2013/9/17

2615 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 1 殺人、傷害などの罪 福岡地裁 2013/9/13

S1351 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 0 強姦致傷、強姦などの罪 釧路地裁 2013/8/9

2599 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2013/7/29

2589 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 2 殺人、傷害致死などの罪　（1人殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/7/17

2582 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 札幌地裁 2013/7/11

S1344 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強姦致傷、強制わいせつ罪 京都地裁 2013/7/9

2577 裁判員 懲役２２年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊などの罪 さいたま地裁 2013/7/5

2574 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 札幌地裁 2013/6/28

S1337 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、集団強姦未遂などの罪 神戸地裁 2013/6/21

S1336 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦、強制わいせつなどの罪 長野地裁 2013/6/21

裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦致傷などの罪

*608 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 0 爆発物取締罰則違反、建造物損壊などの罪 奈良地裁 2013/6/20

2524 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 青森地裁 2013/5/23

2518 裁判員 懲役２０年 求刑無期懲役 1 殺人罪 甲府地裁 2013/5/17

裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪

（合算） 懲役３年 求刑懲役3年 - 銃刀法違反罪

2485 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/4/11

2477 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/3/28

2458 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2013/3/18

2454 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 3 殺人罪　（無理心中） 鹿児島地裁 2013/3/15

裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪

（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪

裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、住居侵入などの罪

（合算） 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗強姦などの罪

*589 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 長野地裁松本支部 2013/3/4

2423 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人などの罪 広島地裁 2013/3/4

S1275 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、強盗致傷などの罪 神戸地裁 2013/2/28

S1287 和歌山地裁 2013/3/14

S1285 名古屋地裁 2013/3/14

S1335 大阪地裁 2013/6/21

2488 大阪地裁 2013/4/12



2401 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 甲府地裁 2013/2/8

2393 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2013/2/4

*580 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 3 現住建造物等放火、傷害罪　（殺人罪は起訴猶予） 東京地裁 2013/1/30

S1260 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 0 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2013/1/28

2373 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入などの罪 千葉地裁 2013/1/25

2346 裁判員 懲役２１年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 奈良地裁 2012/12/17

2340 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 殺人、現住建造物等放火罪 京都地裁 2012/12/13

Ｓ1234 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 青森地裁 2012/11/29

2315 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 1 殺人、死体遺棄などの罪 青森地裁 2012/11/22

2308 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 水戸地裁 2012/11/19

Ｓ1216 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強盗などの罪 広島地裁 2012/11/2

2289 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2012/11/1

T61 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人、傷害などの罪 千葉地裁 2012/10/26

2281 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2012/10/26

S1208 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/25

2277 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 広島地裁 2012/10/22

Ｓ1201 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/16

2267
（Ｓ1200）

Ｓ1198 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 0 強盗強姦、住居侵入などの罪 京都地裁 2012/10/10

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

裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役１１年 求刑懲役16年 0 強姦致傷などの罪

S1189 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 横浜地裁 2012/9/21

2238 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2012/9/14

2229 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 横浜地裁 2012/9/10

S1175 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2012/8/28

2221 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 殺人、詐欺罪 水戸地裁 2012/8/10

S1167 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2012/8/2

2214 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂などの罪 広島地裁 2012/8/1

2012/10/15

S1194 岡山地裁 2012/9/28

裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 1 殺人、強制わいせつ未遂などの罪 名古屋地裁



2210 裁判員 懲役２０年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/7/30

2203 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 山口地裁 2012/7/25

2199 裁判員 懲役２４年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 札幌地裁 2012/7/20

2146 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 1 殺人、殺人未遂などの罪 大津地裁 2012/6/21

*524 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 現住建造物等放火罪 東京地裁立川支部 2012/6/15

S1120 裁判員 懲役２０年 求刑懲役19年 0 強姦致傷、強盗などの罪 東京地裁立川支部 2012/5/18

2102 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人、非現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/4/27

2099 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人罪 那覇地裁 2012/4/27

*503 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 0 強盗致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/4/26

2075 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火、窃盗などの罪 大阪地裁 2012/3/28

2071 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 3 強盗殺人、死体遺棄罪　（従犯、遺体運搬役） 長野地裁 2012/3/27

S1098 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 0 強盗強姦未遂、強姦などの罪 札幌地裁 2012/3/26

2065
（S1093）

2048 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人罪 大阪地裁 2012/3/16

S1089 裁判員 懲役２２年 求刑懲役24年 0 強姦致傷などの罪　（別件で懲役6年控訴中） 静岡地裁沼津支部 2012/3/15

2040 裁判員 懲役２０年 求刑無期懲役 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2012/3/13

2035 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2012/3/9

2032 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 名古屋地裁 2012/3/8

S1081 裁判員 懲役２０年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強盗などの罪 高松地裁 2012/3/8

S1076 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/3/1

S1068 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 0 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/2/23

1991 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 0 殺人未遂、爆発物取締罰則違反などの罪 福岡地裁 2012/2/9

S1053 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 釧路地裁 2012/2/2

S1049 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/1/27

1953 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗殺人未遂などの罪 神戸地裁 2012/1/13

1951 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪 さいたま地裁 2011/12/27

1942 裁判員 懲役２０年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2011/12/22

1917 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 秋田地裁 2011/12/9

S1018 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 0 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/12/9

裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 1 殺人、強姦致死などの罪 岡山地裁 2012/3/23



1913 裁判員 懲役２３年 求刑懲役24年 2 傷害致死、死体遺棄罪 新潟地裁 2011/12/8

1908 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/12/7

裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強盗罪

（合算） 懲役２４年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強盗、窃盗罪

S1012 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2011/12/2

1898
（S1011）

S1006 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強姦致傷、窃盗、準強制わいせつ、住居侵入罪 大津地裁 2011/11/22

懲役２０年 求刑懲役25年
罰金800万円 罰金1000万円

1871 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/11/2

1868 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 鹿児島地裁 2011/11/1

1862 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 1 殺人、住居侵入、銃刀法違反罪 大津地裁 2011/10/28

1855 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 神戸地裁姫路支部 2011/10/21

1852 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 1 殺人、詐欺未遂罪 仙台地裁 2011/10/20

1829 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 強盗致死などの罪 神戸地裁 2011/9/30

2被告 2被告
懲役２２年 求刑懲役25年

1760 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 2 殺人罪 神戸地裁 2011/7/14

S948 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 0 強盗強姦などの罪 高松地裁 2011/7/11

1744 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 さいたま地裁 2011/7/4

S941 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗強姦などの罪 水戸地裁 2011/6/24

1732 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2011/6/23

1721 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 高松地裁 2011/6/17

1696 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2011/6/3

1684 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪 広島地裁 2011/5/27

1671 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 松山地裁 2011/5/20

1651 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 1 強盗致死、死体損壊罪 千葉地裁 2011/4/26

S905 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 高松地裁 2011/3/30

1621 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 名古屋地裁 2011/3/18

1619 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 3 殺人、現住建造物等放火などの罪　（未必の殺意） 徳島地裁 2011/3/17

S1013 静岡地裁沼津支部 2011/12/5

裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 殺人未遂、強姦致傷などの罪 大阪地裁

1821 裁判員 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/9/21

2011/11/29

C173 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 2011/11/4



S898 裁判員 懲役２０年 求刑懲役28年 0 強姦致傷などの罪 金沢地裁 2011/3/11

1594 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 さいたま地裁 2011/3/2

1582 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/2/25

1581 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗殺人未遂などの罪 津地裁 2011/2/25

1574 裁判員 懲役２２年 求刑懲役30年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2011/2/21

2被告 2被告
懲役２４年 求刑懲役30年

1556 裁判員 懲役２７年 求刑懲役27年 1 殺人、殺人未遂などの罪 岡山地裁 2011/2/8

S868 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 金沢地裁 2011/2/8

1544 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2011/1/31

S839 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 0 強盗強姦などの罪 岡山地裁 2010/12/24

1511 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 秋田地裁 2010/12/21

1497 裁判員 懲役２５年 求刑懲役28年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1489 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2010/12/10

S829 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/12/9

1471 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 強盗致死罪 熊本地裁 2010/12/3

1470 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 2 殺人罪 さいたま地裁 2010/12/3

1461 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2010/12/1

S814 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、住居侵入などの罪 静岡地裁浜松支部 2010/11/19

1440 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/11/15

1412 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入などの罪 広島地裁 2010/10/29

1396 裁判員 懲役２３年 求刑懲役27年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋地裁 2010/10/22

E28 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 - 爆発物取締罰則違反などの罪 高知地裁 2010/10/21

S788 裁判員 懲役２５年 求刑懲役27年 0 強姦致傷、強盗などの罪 宇都宮地裁 2010/10/19

1369 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/10/8

S779 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/10/8

1360 裁判員 懲役２４年 求刑懲役22年 1 殺人罪 東京地裁 2010/10/6

懲役２２年 求刑懲役25年
罰金50万円 罰金50万円

1329 裁判員 懲役２４年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

千葉地裁 2011/2/21

1342 裁判員 1 強盗致死、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/9/17

S878 裁判員 0 集団強姦致傷などの罪



1329 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

1329 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、銃刀法違反などの罪 横浜地裁 2010/9/15

1327 裁判員 懲役２０年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/9/14

1315
（S759）

1314 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人、銃刀法違反などの罪 東京地裁 2010/9/8

1301 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 千葉地裁 2010/9/2

1293 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 1 強盗致死、逮捕監禁罪 千葉地裁 2010/8/27

1283 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 横浜地裁 2010/8/6

1282 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄などの罪 神戸地裁姫路支部 2010/8/6

1281 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 1 殺人、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2010/8/6

1262 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/7/22

1212 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 1 殺人、死体遺棄罪　（別事件で懲役16年確定） 熊本地裁 2010/7/1

1198 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2010/6/18

S689 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 0 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/6/15

1187 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、銃刀法違反の罪 福岡地裁 2010/6/11

1173 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、死体遺棄、恐喝などの罪 京都地裁 2010/6/2

S661 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/5/14

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役25年

1071 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁などの罪 大津地裁 2010/3/11

1057 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 1 強盗致死、死体遺棄罪 静岡地裁沼津支部 2010/3/3

992 裁判員 懲役２０年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪 札幌地裁 2010/1/15

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

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

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

2010/9/8

1080 裁判員 1 強盗致死、営利目的誘拐などの罪 東京地裁 2010/3/16

裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死などの罪 山形地裁


