
No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1 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

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

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

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

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

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



裁判員

差戻し審

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

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

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

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

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

3471 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/12/22

3469 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 2016/12/20

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

3464 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 1 殺人罪 京都地裁 2016/12/16

3462 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/12/15

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

3455 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪 岐阜地裁 2016/12/14

3454 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 鳥取地裁 2016/12/13

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

3450 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2016/12/7

3447 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 高松地裁 2016/12/2

3446 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/11/30

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

3439 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2016/11/22

3438 裁判員 懲役１４年 求刑懲役25年 1 殺人、住居侵入罪　（心神耗弱状態） 那覇地裁 2016/11/22

3437 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/11/17

3436 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁立川支部 2016/11/17

3433 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 甲府地裁 2016/11/14

3504 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 2017/2/22



3432 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/11/14

3431 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 鹿児島地裁 2016/11/14

3430 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺未遂などの罪 京都地裁 2016/11/14

3425 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/11/7

3422 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、傷害致死などの罪 名古屋地裁 2016/11/2

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

3417 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 2016/10/31

3417 無期懲役 求刑無期 1 殺人などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 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

3415 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 広島地裁 2016/10/27

3411 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 和歌山地裁 2016/10/21

3410 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/10/21

3409 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/10/19

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

3403 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2016/10/6

3401 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2016/10/3

3400 裁判員 無期懲役 求刑死刑 1 殺人、強姦致死、わいせつ目的誘拐、死体遺棄罪 福岡地裁小倉支部 2016/10/3

3399 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役13年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 福井地裁 2016/9/29

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

3395 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/9/21

3394 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） さいたま地裁 2016/9/20

3393 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 甲府地裁 2016/9/15

3388 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、非現住建造物等放火、死体損壊罪 釧路地裁 2016/9/9

3387 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2016/9/8

3385 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 前橋地裁 2016/9/6

3383 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪　（無期懲役確定、受刑） 大阪地裁 2016/8/10

3382 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪　（無期懲役確定、受刑） 大阪地裁 2016/8/10

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

3378 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/7/25



3377 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 静岡地裁沼津支部 2016/7/21

3374 裁判員 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鳥取地裁 2016/7/20

3373 裁判員 懲役２６年 求刑無期 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

T95 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/7/15

3369 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、住居侵入罪 大阪地裁 2016/7/14

2被告 2被告
懲役３年 求刑懲役7年

3360 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 京都地裁 2016/7/5

3358 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 金沢地裁 2016/6/27

3357 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 長崎地裁 2016/6/24

3356 裁判員 懲役１３年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 京都地裁 2016/6/24

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

3355 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 札幌地裁 2016/6/24

3354 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 津地裁 2016/6/24

3353 裁判員 懲役３０年 求刑無期 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

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

3350 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 2 殺人、自殺ほう助罪　（無理心中） さいたま地裁 2016/6/23

3347 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、現住建造物等放火罪 前橋地裁 2016/6/20

3342 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反、窃盗罪 さいたま地裁 2016/6/14

3335 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁 2016/6/8

3334 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2016/6/8

3331 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2016/6/6

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

3326 裁判員 懲役７年 求刑懲役11年 1 殺人、銃刀法違反罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁堺支部 2016/6/1

3324 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 2 殺人、傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2016/5/31

3323 裁判員 懲役９年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/5/30

3318 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 名古屋地裁 2016/5/24

3312 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2016/5/19

3307 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/4/28

2016/7/143267 裁判員 1 殺人罪 大阪地裁



3306 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2016/4/27

3305 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪地裁 2016/4/26

3302 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄、窃盗罪 神戸地裁 2016/4/22

3298 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人罪 宇都宮地裁 2016/4/8

3297 懲役２０年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪　（裁判員裁判除外） 福岡地裁 2016/3/30

3295 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人罪 福井地裁 2016/3/25

3293 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2016/3/25

3288 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2016/3/23

3287 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 傷害致死、道交法違反（ひき逃げ）罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2016/3/22

3286 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2016/3/22

3285 裁判員 懲役２７年 求刑無期 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

3284 裁判員 懲役１７年 求刑懲役25年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 大阪地裁 2016/3/22

3282 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 1 殺人、現住建造物等放火罪 静岡地裁浜松支部 2016/3/18

3280 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人、現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 岡山地裁 2016/3/18

3279 裁判員 死刑 求刑死刑 1 殺人、死体損壊・遺棄、わいせつ目的誘拐罪 神戸地裁 2016/3/18

裁判員
差戻し審

3275 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 金沢地裁 2016/3/14

3273 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/3/11

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

3269 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 殺人、強制わいせつなどの罪 盛岡地裁 2016/3/8

3266 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 広島地裁 2016/3/7

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

3263 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2016/3/1

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

3261 裁判員 無期懲役 求刑懲役25年 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 宮崎地裁 2016/2/29

3260 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山口地裁 2016/2/29

3258 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 2 殺人ほう助罪 札幌地裁 2016/2/26

3256 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄罪 富山地裁 2016/2/24

3255 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 1 殺人罪 東京地裁 2016/2/24

2016/3/153277 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



3255 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 東京地裁 2016/2/24

3251 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 広島地裁 2016/2/22

3247 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2016/2/12

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

3244 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 承諾殺人罪　（殺人罪不成立） 千葉地裁 2016/2/10

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

3242 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 殺人、死体遺棄罪 金沢地裁 2016/2/9

3241 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人などの罪 京都地裁 2016/2/9

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

3233 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役8年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/1/29

3228 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 徳島地裁 2016/1/26

3226 裁判員 懲役１２年 求刑懲役11年 1 殺人罪 青森地裁 2016/1/25

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

3223 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2016/1/19

3222 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2016/1/19

3221 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 松山地裁 2016/1/15


