
No. 裁判員 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

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

3725 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2017/12/25

3724 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（自白の信用性認めず） 奈良地裁 2017/12/21

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

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

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）などの罪
（裁判員裁判除外）

3716 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 傷害致死罪　（実行犯との共謀認めず） 千葉地裁 2017/12/14

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

3714 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 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

3712 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 嘱託殺人罪 津地裁 2017/12/12

3711 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 福島地裁 2017/12/11

3709 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 広島地裁 2017/12/6

3707 裁判員 無罪 求刑懲役12年 1 傷害致死罪　（実行犯との共謀認めず） 千葉地裁 2017/12/4

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

3703 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦致死などの罪 那覇地裁 2017/12/1

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

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）などの罪
（裁判員裁判除外）

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

3699 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/11/27

2017/11/293701 懲役６年 求刑懲役8年 0 福岡地裁

まさかりの部屋　殺人事件判例　第一審　裁判員裁判公判開始以降　（2017/1/10～2017/12/26）

3717 懲役３０年 求刑無期 0 福岡地裁 2017/12/15



3698 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2017/11/27

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

3696 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2017/11/27

3695 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 1 殺人、殺人未遂などの罪 静岡地裁浜松支部 2017/11/24

3693 裁判員 懲役１０年 求刑無期 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

3690 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/11/21

3689 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪　（第三者の可能性） 東京地裁立川支部 2017/11/21

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

3686 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 佐賀地裁 2017/11/20

3685 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2017/11/20

3684 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 熊本地裁 2017/11/17

3683 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2017/11/14

3682 裁判員 懲役３年（５） 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/11/13

3681 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/11/9

3679 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 釧路地裁 2017/11/9

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 1 殺人、死体遺棄罪 福島地裁 2017/11/9

3677 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/11/9

3676 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 2017/11/7

3675 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、強盗殺人未遂罪 京都地裁 2017/11/7

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

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

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

3670 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2017/10/30

3669 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2017/10/30

3668 裁判員 無罪 求刑懲役17年 1 殺人罪　（証拠不十分） 那覇地裁 2017/10/27



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

3663 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2017/10/20

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

3655 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11

2被告 2被告
懲役８年 求刑懲役10年

3655 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11

3653 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 千葉地裁 2017/10/10

3652 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 傷害致死ほう助、死体遺棄などの罪　（ほう助罪認定） 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3652 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3651 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2017/10/6

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

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

3648 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2017/10/4

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

3644 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2017/10/2

3643 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/10/2

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

3641 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体損壊などの罪 東京地裁 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

3639 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、詐欺罪 広島地裁 2017/9/26

3638 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 高知地裁 2017/9/25

3637 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（正当防衛認定） 東京地裁 2017/9/22

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

3632 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2017/9/15

3655 裁判員 1 傷害致死などの罪 和歌山地裁 2017/10/11



3630 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/9/13

3629 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/9/13

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

3627 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2017/9/12

3625 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/9/11

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

3623 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 前橋地裁 2017/9/8

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

3621 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 殺人未遂などの罪 前橋地裁 2017/9/6

3620 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山形地裁 2017/9/1

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

3618 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、詐欺などの罪　（保険金目的） 甲府地裁 2017/8/25

3617 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪 名古屋地裁 2017/8/23

3616 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2017/8/8

3615 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/8/2

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 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

3611 裁判員 懲役１年4月 求刑懲役22年 1 暴行罪　（殺人、脅迫罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2017/7/24

3610 裁判員 無期懲役 求刑無期 3 殺人、殺人未遂罪 静岡地裁浜松支部 2017/7/21

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

3606 裁判員 懲役２年6月（５） 求刑懲役12年 1 監禁、傷害罪　（傷害致死罪不成立） 大阪地裁堺支部 2017/7/19

3605 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 京都地裁 2017/7/14

3602 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 千葉地裁 2017/7/12

3600 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2017/7/11

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

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

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

3594 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体損壊などの罪 名古屋地裁 2017/7/5

3593 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2017/7/4



3593 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2017/7/4

3592 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 水戸地裁 2017/7/4

3591 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/6/30

3590 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体損壊などの罪 大阪地裁 2017/6/30

3589 懲役５年 求刑懲役8年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 東京地裁 2017/6/27

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

3587 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 福岡地裁 2017/6/26

3586 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 0 殺人未遂罪 大津地裁 2017/6/23

3585 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 京都地裁 2017/6/23

3584 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/6/22

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

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

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

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

3575 裁判員 免訴 求刑懲役13年 1 傷害致死罪　 （時効完成、殺人罪不成立） 福岡地裁 2017/6/2

3574 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 鹿児島地裁 2017/6/1

3572 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役13年 0 殺人未遂などの罪 神戸地裁 2017/5/31

3571 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2017/5/31

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

3566 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄などの罪 広島地裁 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

3563 裁判員 懲役７年 求刑懲役11年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/5/24

3562 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、強盗強姦未遂罪 東京地裁 2017/5/23

3561 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死などの罪 鹿児島地裁 2017/5/19



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

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

3558 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役11年 2 殺人、承諾殺人罪 宇都宮地裁 2017/4/28

3556 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2017/4/21

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

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

3546 裁判員 無罪 求刑懲役12年 1 強盗致死、死体遺棄、窃盗罪　（共謀否定） 福島地裁郡山支部 2017/3/24

3545 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2017/3/24

3544 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/3/24

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

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

3542 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 大阪地裁 2017/3/23

3541 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、銃刀法違反罪 神戸地裁 2017/3/22

3540 懲役１８年8月 求刑懲役20年 0 組織犯罪処罰法違反（組織的な殺人未遂）などの罪 福岡地裁 2017/3/22

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

自動車運転処罰法違反（過失運転致死）などの罪　
（危険運転致死傷罪不成立）

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

3536 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪　（心神耗弱状態） 鹿児島地裁 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

3532 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 札幌地裁 2017/3/16

3531 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/16

3530 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 2 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2017/3/15

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

3528 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/3/14

3527 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/3/14

3527 裁判員 罰金30万円 求刑懲役8年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 千葉地裁 2017/3/14

2017/3/213538 裁判員 懲役４年 求刑懲役10年 1 さいたま地裁



2被告 2被告

懲役９年 求刑懲役10年

3525 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 仙台地裁 2017/3/10

3524 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、強盗、銃刀法違反罪 前橋地裁 2017/3/10

3523 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2017/3/10

3521 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、逮捕監禁などの罪 千葉地裁 2017/3/10

3520 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 旭川地裁 2017/3/9

3517 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2017/3/8

3516 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 高松地裁 2017/3/8

3515 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 青森地裁 2017/3/7

3514 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/3/6

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

3512 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/3

3511 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2017/3/3

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

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

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

3505 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、強盗殺人未遂などの罪 名古屋地裁 2017/2/27

裁判員
差戻し審

3503 懲役１０年 求刑懲役12年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 大阪地裁 2017/2/17

3502 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/2/16

3500 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人などの罪 甲府地裁 2017/2/14

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

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

3497 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火罪 大分地裁 2017/2/13

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

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

3493 裁判員 懲役１年（４） 求刑懲役10年 0 公務執行妨害、傷害罪　（殺人未遂罪不成立、心神耗弱状態） 千葉地裁 2017/2/3

2017/2/223504 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁

3526 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 広島地裁 2017/3/10



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

3491 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2017/2/3

3489 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2017/1/30

3488 無期懲役 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反罪　（裁判員裁判除外） 岡山地裁 2017/1/30

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

3483 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 前橋地裁 2017/1/26

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

3480 裁判員 懲役８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 静岡地裁沼津支部 2017/1/24

裁判員
（2回目）

2被告 2被告
懲役８年 求刑懲役10年

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

3473 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 強盗致死などの罪　（従犯） 水戸地裁 2017/1/10

裁判員 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/1/24

3479 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 2017/1/24

3478


