
No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

まさかりの部屋　殺人事件・判例　主たる罪が殺人罪の場合（第一審）　（2013/1/11～2015/12/22）



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

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

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

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 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

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

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

3被告 3被告

懲役２１年 求刑懲役30年

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

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

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

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

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

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

3098 医療少年院送致 1 殺人などの非行事実 長崎家裁 2015/7/13

2015/10/83146 裁判員 1 殺人、死体遺棄などの罪 和歌山地裁

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



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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

2被告 2被告

懲役３０年 求刑懲役30年

3047 裁判員 無期懲役 求刑無期 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

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

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

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

3027 裁判員 無罪 求刑無期 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

2015/4/303048 差戻し審 1 殺人、監禁などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁



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

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 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 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

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

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

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

3000 裁判員 無罪 求刑無期 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

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

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

2993 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、銃刀法違反罪 大分地裁 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

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

2982 裁判員 懲役３０年 求刑無期 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

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

3021 神戸地裁 2015./03/19

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



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

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

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

2952 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 長野地裁松本支部 2014/12/24

2949 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2014/12/22

2943 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 広島地裁 2014/12/18

2942 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪 岐阜地裁 2014/12/17

2938 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 東京地裁 2014/12/12

2936 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 水戸地裁 2014/12/10

2929 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 鳥取地裁 2014/12/3

2922 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2014/11/21

2920 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 山形地裁 2014/11/18

2919 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2014/11/14

2918 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 東京地裁 2014/11/14

2915 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 青森地裁 2014/11/11

2913 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/11/10

2912 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2014/11/6

2910 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 奈良地裁 2014/10/31

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

2903 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 神戸地裁 2014/10/23

2901 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福島地裁 2014/10/22

2894 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2014/10/14

2892 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/10/8

2887 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2014/9/25

2880 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁 2014/9/18

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

2871 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/9/10



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

2865 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 大阪地裁 2014/9/3

2862 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 前橋地裁 2014/8/29

2857 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 名古屋地裁 2014/8/7

2854 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 秋田地裁 2014/8/5

2854 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 秋田地裁 2014/8/5

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

2851 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 盛岡地裁 2014/7/29

2851 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 盛岡地裁 2014/7/29

2849 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2014/7/28

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

2842 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 1 殺人罪 新潟地裁 2014/7/18

2841 裁判員 懲役１年6月（３） 求刑懲役20年 1 窃盗罪　（殺人、建造物等以外放火罪不成立） 広島地裁 2014/7/16

2840 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、わいせつ目的略取、監禁などの罪 名古屋地裁 2014/7/15

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

T92 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役9年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/7/4

2832 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/7/4

2830 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2014/7/1

T91 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/6/30

2820 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 前橋地裁 2014/6/19

2819 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 青森地裁 2014/6/16

2818 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2014/6/16

2818 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 東京地裁立川支部 2014/6/16

2817 裁判員 懲役１９年 求刑無期 1 殺人、住居侵入などの罪　（自首認定） 奈良地裁 2014/6/13

2815 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人、窃盗罪 熊本地裁 2014/6/12

2813 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 札幌地裁 2014/6/5

2807 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2014/5/26

2804 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/5/21

2803 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2014/5/16



2801 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 高知地裁 2014/5/15

2800 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2014/5/12

2789 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 札幌地裁 2014/4/17

2785 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2014/3/28

T85 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/3/27

2781 裁判員 無期懲役 求刑無期 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 2014/3/26

2780 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 津地裁 2014/3/25

2777 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人罪 京都地裁 2014/3/20

2776 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 京都地裁 2014/3/20

2775 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2014/3/20

2772 公訴棄却 （公判停止約17年） 2 殺人などの罪　（精神病の回復見込みなし） 名古屋地裁岡崎支部 2014/3/20

2768 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、傷害罪 熊本地裁 2014/3/19

2762 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/3/17

2759 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、銃刀法違反罪　（指揮、見届け役） 神戸地裁 2014/3/14

2757 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、保護責任者遺棄罪 大分地裁 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

2753 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 鳥取地裁 2014/3/10

T83 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

T83 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

2750 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2014/3/5

2747 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、逮捕監禁などの罪 神戸地裁 2014/3/4

2745 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 金沢地裁 2014/2/28

2744 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 福島地裁 2014/2/28

2743 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（無理心中） 大津地裁 2014/2/27

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

2730 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 那覇地裁 2014/2/14

2729 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2014/2/14

2720 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 岐阜地裁 2014/2/3

2718 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁小田原支部 2014/1/30



2712 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、殺人未遂罪 札幌地裁 2014/1/24

2703 裁判員 懲役１７年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2014/1/14

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

2被告 2被告

懲役６年 求刑懲役7年

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 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/12/13

2691 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2013/12/12

2689 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 福岡地裁小倉支部 2013/12/11

T76 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 東京地裁 2013/11/29

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

T75 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2013/11/27

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

2674 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2013/11/22

2671 裁判員 懲役１９年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄、詐欺などの罪 大分地裁 2013/11/15

2670 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、詐欺罪 横浜地裁 2013/11/15

2665 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2013/11/11

2660 裁判員 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、窃盗などの罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2013/11/1

2658 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/31

2653 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 旭川地裁 2013/10/25

2651 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 津地裁 2013/10/23

2647 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/18

2646 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 熊本地裁 2013/10/18

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

2643 裁判員 懲役１７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 2013/10/17

2642 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/16

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

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

2633 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/10/7

2631 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人、詐欺罪 大阪地裁 2013/10/4

2013/12/202697 裁判員 1 殺人罪 大津地裁



2617 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2013/9/18

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

2614 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 福井地裁 2013/9/13

2613 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/9/12

T73 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/9/2

2610 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/9/2

2609 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/8/30

2605 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 神戸地裁 2013/8/8

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

2598 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2013/7/29

2598 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2013/7/29

2596 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 静岡地裁浜松支部 2013/7/25

2593 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺などの罪 熊本地裁 2013/7/19

2592 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2013/7/18

無期懲役 求刑無期
罰金3000万円 罰金3000万円

2589 裁判員 懲役２８年 求刑無期 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

2588 裁判員 懲役７年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/7/16

2585 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福岡地裁 2013/7/12

2583 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2013/7/11

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

2581 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（無理心中） 横浜地裁 2013/7/10

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 1 殺人などの罪 札幌地裁 2013/6/28

2566 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2013/6/21

2560 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 青森地裁 2013/6/17

2559 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2013/6/14

2558 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、脅迫などの罪　（ストーカー） 長崎地裁 2013/6/14

2557 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 殺人ほう助、住居侵入罪　（殺人罪不成立） 函館地裁 2013/6/13

2556 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2013/6/11

2591 裁判員 1 組織犯罪処罰法違反（組織的な殺人）などの罪 さいたま地裁 2013/7/18



2554 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2013/6/7

T69 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/6/3

2546 裁判員 懲役１７年 求刑無期 1 殺人罪 京都地裁 2013/5/31

2544 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2013/5/30

2542 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、住居侵入、銃刀法違反罪 佐賀地裁 2013/5/30

2538 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2013/5/29

2532 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪 広島地裁 2013/5/27

2527 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 殺人ほう助、窃盗ほう助罪 熊本地裁 2013/5/24

2525 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 大阪地裁 2013/5/23

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

2521 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2013/5/21

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

2513 裁判員 懲役１７年6月 求刑懲役18年 1 殺人罪 前橋地裁 2013/5/13

2511 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 大津地裁 2013/5/10

2506 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、器物損壊などの罪 京都地裁 2013/4/26

2505 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人、銃刀法違反罪 大阪地裁堺支部 2013/4/26

2500 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 岐阜地裁 2013/4/25

2496 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 広島地裁 2013/4/24

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

2476 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 東京地裁 2013/3/28

2475 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役15年 1 同意殺人罪　（殺人罪不成立） 前橋地裁 2013/3/26

2469 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2013/3/22

2468 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人などの罪　（死体遺棄罪は免訴） 大阪地裁 2013/3/22

2463 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、銃刀法違反罪 徳島地裁 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

2461 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 大分地裁 2013/3/19

2488 大阪地裁 2013/4/12



2461 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大分地裁 2013/3/19

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

2457 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 岐阜地裁 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

2452 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2013/3/14

2447 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 神戸地裁姫路支部 2013/3/13

2442 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2013/3/11

2440 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/3/11

2440 裁判員 懲役１９年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/3/11

2436 裁判員 懲役１０年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2013/3/8

2432 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2013/3/7

無期懲役 求刑無期 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

懲役２０年 傷害致死罪　（無期懲役のみ科す）

無罪 死体遺棄罪

2428 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 松山地裁 2013/3/5

2424 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 山口地裁 2013/3/4

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

2417 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2013/2/22

2414 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 山形地裁 2013/2/21

2411 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2013/2/20

2405 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 2013/2/15

2402 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

2401 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 水戸地裁 2013/2/8

2399 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、窃盗などの罪 京都地裁 2013/2/8

2397 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 釧路地裁 2013/2/7

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

2391 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 前橋地裁 2013/2/1

2384 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人罪 旭川地裁 2013/1/31

2383 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 現住建造物等放火、殺人罪 さいたま地裁 2013/1/30

2429 裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年 1



2382 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁立川支部 2013/1/30

2378 裁判員 懲役１４年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2013/1/25

2375 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 奈良地裁 2013/1/25

2374 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人、承諾殺人罪 札幌地裁 2013/1/25

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

2371 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2013/1/24

2370 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2013/1/24

2369 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2013/1/24

2368 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/1/22

2366 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 岐阜地裁 2013/1/21

2363 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 殺人罪 甲府地裁 2013/1/11


