
No. 求刑（備考） 死者数 罪名 裁判所 日付

2361 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14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 2012/12/28

2358 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 徳島地裁 2012/12/21

2357 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪　（無理心中） 岐阜地裁 2012/12/21

2355 控訴棄却 懲役１９年 1 殺人罪 名古屋高裁 2012/12/21

2352 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 東京地裁 2012/12/20

2348 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2012/12/18

2331 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 1 殺人罪 水戸地裁 2012/12/7

2319 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2012/11/29

2312 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 千葉地裁 2012/11/21

2309 裁判員 懲役１２年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 岡山地裁 2012/11/19

2302 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪　（従犯） 東京地裁 2012/11/13

T62 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、強盗などの罪 千葉地裁 2012/11/8

2295 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/11/6

2282 裁判員 懲役１０年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2012/10/26

2280 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 札幌地裁 2012/10/26

2275 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、道交法違反（酒気帯び運転、ひき逃げ）などの罪 長野地裁 2012/10/19

2274 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 水戸地裁 2012/10/19

2271 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁 2012/10/18

2263 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁 2012/10/10

2259 裁判員 懲役１６年 求刑懲役12年 1 殺人、傷害罪 高松地裁 2012/10/9

2256 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 函館地裁 2012/10/4

2246 裁判員 懲役１７年6月 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2012/9/24

2244 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2012/9/21

2241 上告棄却 懲役１４年 1 殺人、傷害罪 最高裁第2小法廷 2012/9/18

2237 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 釧路地裁 2012/9/13

2236 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人罪 仙台高裁 2012/9/13

2234 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福井地裁 2012/9/11

判決

まさかりの部屋　殺人事件・判例　懲役10年以上20年未満の場合　（2005/7/14～2012/12/28）



2225 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2012/9/5

2223 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 神戸地裁 2012/8/31

2219 裁判員 懲役１９年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2012/8/7

2218 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/8/6

2209 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2012/7/27

2208 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 新潟地裁 2012/7/27

2206 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大分地裁 2012/7/26

2205 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 奈良地裁 2012/7/25

2191 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2012/7/18

2179 裁判員 懲役１７年 求刑懲役19年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2012/7/11

2177 上告棄却 懲役１５年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ、無免許）などの罪 最高裁第2小法廷 2012/7/10

2172 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 0 強盗殺人未遂などの罪 松山地裁 2012/7/6

2166 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2012/7/4

2164 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人などの罪 東京高裁 2012/7/4

2162 控訴棄却 懲役１４年 0 殺人未遂、逮捕監禁罪 仙台高裁 2012/7/3

2159 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 福井地裁 2012/7/2

2156 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 福岡地裁 2012/6/29

2148 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/6/21

2144 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/19

2141 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2012/6/15

2138 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/6/8

2137 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 広島地裁 2012/6/7

2132 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/5

2130 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/6/1

2128 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 広島地裁 2012/6/1

2126 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2012/5/31

2123 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 2012/5/29

2121 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役15年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2012/5/25

2118 裁判員 懲役１８年 求刑懲役17年 1 殺人、現住建造物等放火罪 高知地裁 2012/5/23



2116 上告棄却 懲役１６年 0 強盗殺人未遂罪 最高裁第1小法廷 2012/5/21

2113 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/5/18

2107 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/5/14

2104 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁罪 甲府地裁 2012/5/10

2097 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 京都地裁 2012/4/26

2095 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/4/26

2090 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 1 殺人罪 岡山地裁 2012/4/20

2089 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2012/4/20

2077 差戻審 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2012/3/29

2073 上告棄却 懲役１５年 1 殺人、死体遺棄、未成年者略取罪 最高裁第1小法廷 2012/3/27

2056 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 さいたま地裁 2012/3/16

2047 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 山口地裁 2012/3/15

2044 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 2 殺人罪 静岡地裁 2012/3/14

2037 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2012/3/9

T42 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2012/3/8

2026 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪 神戸地裁 2012/3/2

2022 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2012/3/1

2021 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2012/2/29

2020 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2012/2/28

2014 控訴棄却 懲役１４年 第2次 1 殺人、傷害罪 名古屋高裁 2012/2/24

2004 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 青森地裁 2012/2/17

2000 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 岐阜地裁 2012/2/15

1985 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂などの罪 熊本地裁 2012/2/3

1984 裁判員 懲役１８年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁沼津支部 2012/2/3

1980 上告棄却 懲役１３年 1 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2012/1/30

1979 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 0 殺人未遂などの罪 高松地裁 2012/1/30

1978 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 札幌地裁 2012/1/27

1977 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 山口地裁 2012/1/27

1976 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 松山地裁 2012/1/27



1974 裁判員 懲役１４年 求刑懲役13年 0 殺人未遂、逮捕監禁罪 盛岡地裁 2012/1/27

1964 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ、無免許）などの罪 大阪高裁 2012/1/24

1963 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 大阪地裁 2012/1/20

1944 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 熊本地裁 2011/12/22

1943 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄、窃盗罪 甲府地裁 2011/12/22

1941 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/12/22

1940 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2011/12/21

1938 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死などの罪 大阪地裁 2011/12/20

1933 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 和歌山地裁 2011/12/16

1932 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 徳島地裁 2011/12/16

1927 裁判員 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2011/12/15

1924 裁判員 懲役１５年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2011/12/14

1919 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 殺人未遂罪 岡山地裁 2011/12/9

1918 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2011/12/9

1915 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 殺人未遂などの罪 奈良地裁 2011/12/8

1911 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 鹿児島地裁 2011/12/8

1903 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人罪 高松高裁 2011/12/1

1890 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2011/11/24

1881 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁浜松支部 2011/11/17

1875 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/11/10

1869 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 0 殺人未遂などの罪 徳島地裁 2011/11/1

1861 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 2 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 旭川地裁 2011/10/27

1847 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/10/14

1842 裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 0 殺人未遂、銃刀法違反（拳銃の発射）などの罪 宇都宮地裁 2011/10/7

1841 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2011/10/7

1839 控訴棄却 懲役１７年 1 殺人罪 大阪高裁 2011/10/7

1838 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2011/10/6

1835 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 岐阜地裁 2011/10/5

1834 控訴棄却 懲役１３年 1 殺人などの罪 東京高裁 2011/10/4



1831 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 名古屋地裁 2011/9/30

1826 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人、死体遺棄などの罪 東京高裁 2011/9/29

1825 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/9/29

1823 裁判員 懲役１１年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺未遂罪 仙台地裁 2011/9/27

1817 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/9/16

1813 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 広島地裁 2011/9/15

1804 裁判員 懲役１３年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（通り魔、心神耗弱状態） 神戸地裁 2011/9/9

1783 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 徳島地裁 2011/8/5

1778 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 大分地裁 2011/7/28

1777 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 岡山地裁 2011/7/28

1763 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 奈良地裁 2011/7/15

1762 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 津地裁 2011/7/15

T22 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死罪 千葉地裁 2011/7/8

1750 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人罪　（自首認定） 和歌山地裁 2011/7/7

1749 控訴棄却 懲役１９年 1 殺人、死体遺棄罪 札幌高裁 2011/7/7

1748 裁判員 懲役１６年 求刑無期 1 殺人などの罪 札幌地裁 2011/7/6

1733 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 釧路地裁 2011/6/23

1729 控訴棄却 懲役１３年 1 強盗致死罪 名古屋高裁 2011/6/20

1727 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2011/6/17

1724 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人罪 新潟地裁 2011/6/17

1723 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、銃刀法違反罪 松山地裁 2011/6/17

1715 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、強盗、強制わいせつ罪 千葉地裁 2011/6/15

1714 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反罪 静岡地裁 2011/6/14

1711 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/6/13

1697 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/6/3

1685 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、死体損壊・遺棄罪 名古屋地裁 2011/5/27

1682 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2011/5/26

1677 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 大阪地裁 2011/5/24

1674 控訴棄却 懲役１３年 1 殺人罪 東京高裁 2011/5/23



1668 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/5/17

1666 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 殺人罪 東京地裁 2011/5/13

1665 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/5/13

1664 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 さいたま地裁 2011/5/13

1663 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人などの罪 名古屋高裁金沢支部 2011/5/12

1659 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 宇都宮地裁 2011/4/28

1657 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄などの罪 京都地裁 2011/4/28

1656 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 千葉地裁 2011/4/27

1647 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂などの罪 札幌地裁 2011/4/25

1645 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2011/4/21

1636 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 福岡地裁 2011/3/25

1635 裁判員 懲役１６年 1 殺人、現住建造物等放火罪 東京地裁 2011/3/25

1625 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 前橋地裁 2011/3/18

1618 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/3/15

1614 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 青森地裁 2011/3/11

1611 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 0 殺人未遂などの罪 大阪地裁 2011/3/11

T15 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/3/10

1604 差戻審 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、傷害罪 名古屋地裁 2011/3/7

1602 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2011/3/4

1601 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 熊本地裁 2011/3/4

1599 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2011/3/4

1592 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2011/3/1

1585 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、覚せい剤取締法違反罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2011/2/25

1583 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 0 強盗殺人未遂罪 盛岡地裁 2011/2/25

1577 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2011/2/23

1571 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、窃盗罪 東京地裁 2011/2/18

1565 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/2/10

1564 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人、銃刀法違反罪 広島地裁 2011/2/10

1561 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2011/2/10



1558 上告棄却 懲役１５年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2011/2/9

1552 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 前橋地裁 2011/2/4

1551 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、殺人未遂罪 釧路地裁 2011/2/4

1545 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗殺人未遂罪 宇都宮地裁 2011/2/1

1539 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 強盗致死などの罪 横浜地裁 2011/1/27

1531 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 福島地裁 2011/1/20

1520 控訴棄却 懲役１７年 1 殺人などの罪 仙台高裁 2010/12/27

1519 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 新潟地裁 2010/12/27

1512 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 長野地裁 2010/12/22

1508 裁判員 懲役１６年 求刑懲役16年 1 殺人罪 前橋地裁 2010/12/17

1504 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 強盗致死罪 大阪地裁堺支部 2010/12/17

1502 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2010/12/17

1500 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 函館地裁 2010/12/14

1499 上告棄却 懲役１５年 1 殺人罪 最高裁第1小法廷 2010/12/13

1497 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1497 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/12/13

1496 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/12/13

1490 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 山口地裁 2010/12/10

1484 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 強盗致死罪 岐阜地裁 2010/12/9

1482 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 金沢地裁 2010/12/9

1475 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、窃盗罪 札幌地裁 2010/12/7

1464 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人、逮捕監禁致傷などの罪 千葉地裁 2010/12/2

1463 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2010/12/2

1462 裁判員 懲役１７年 求刑無期 1 殺人罪 大津地裁 2010/12/2

T14 裁判員 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2010/11/26

1459 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、現住建造物等放火などの罪 和歌山地裁 2010/11/26

1456 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 奈良地裁 2010/11/24

1452 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 前橋地裁 2010/11/19

1447 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/11/19



1436 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 水戸地裁 2010/11/12

1434 裁判員 懲役１３年 求刑懲役17年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 宇都宮地裁 2010/11/12

1422 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/11/2

1416 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/10/29

1415 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁浜松支部 2010/10/29

1408 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人罪 仙台高裁 2010/10/28

1405 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 福岡地裁 2010/10/28

強盗致死、営利誘拐、逮捕監禁罪
（強盗殺人罪不成立）

1395 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 殺人罪 熊本地裁 2010/10/22

1393 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 水戸地裁 2010/10/22

1385 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/10/15

1381 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、道交法違反（ひき逃げ、無免許）などの罪 大阪地裁 2010/10/15

1374 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪 名古屋地裁 2010/10/8

1354 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2010/10/1

1352 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、現住建造物等放火罪 水戸地裁 2010/9/30

1350 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 金沢地裁 2010/9/30

1348 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 津地裁 2010/9/29

1344 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 京都地裁 2010/9/17

1341 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 0 強盗殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/9/17

1340 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 岐阜地裁 2010/9/17

1332 上告棄却 懲役１５年 1 殺人などの罪　（ストーカー行為・心神耗弱状態） 最高裁第1小法廷 2010/9/15

1324 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 殺人未遂、銃刀法違反罪 横浜地裁小田原支部 2010/9/13

1321 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/9/10

1320 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/9/10

1317 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などの罪 宇都宮地裁 2010/9/9

1295 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/9/1

1287 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人罪 東京高裁 2010/8/17

1274 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 0 殺人未遂などの罪 東京地裁立川支部 2010/7/30

1269 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2010/7/28

2010/10/271401 裁判員 懲役１５年 求刑無期 1 仙台地裁



1265 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 大津地裁 2010/7/23

1261 上告棄却 懲役１５年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2010/7/21

1257 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 松山地裁 2010/7/16

1249 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 鹿児島地裁 2010/7/15

1244 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 熊本地裁 2010/7/15

1243 裁判員 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 仙台地裁 2010/7/15

1241 裁判員 懲役１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/7/14

1239 裁判員 懲役１１年6月 求刑懲役13年 0 強盗殺人未遂などの罪 徳島地裁 2010/7/12

1232 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/7/8

1230 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/7/8

1226 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/7/7

1224 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 和歌山地裁 2010/7/5

1220 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄罪 新潟地裁 2010/7/2

1209 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 福岡地裁 2010/6/25

1203 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 強盗致死などの罪（従犯） 東京地裁 2010/6/23

1199 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 東京高裁 2010/6/22

1197 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/6/18

1178 上告棄却 懲役１６年 1 殺人、窃盗罪 最高裁第2小法廷 2010/6/3

1175 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/6/2

1174 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 殺人未遂罪 東京地裁 2010/6/2

1172 上告棄却 懲役１５年 1 殺人罪 最高裁第2小法廷 2010/5/31

1167 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 甲府地裁 2010/5/27

1155 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2010/5/21

1151 一審破棄 懲役１４年 一審懲役5年 1 殺人、銃刀法違反罪 福岡高裁 2010/5/19

1151 一審破棄 懲役１４年 一審懲役10年 1 殺人、銃刀法違反罪 福岡高裁 2010/5/19

1150 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/5/19

1148 控訴棄却 懲役１６年 0 強盗殺人未遂などの罪 広島高裁 2010/5/18

1145 裁判員 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2010/5/14

1143 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人罪 東京地裁 2010/5/13



1138 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2010/4/26

1132 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人などの罪 東京高裁 2010/4/22

1130 控訴棄却 懲役１２年 1 殺人罪 高松高裁 2010/4/20

1127 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人などの罪　（ストーカー） 札幌高裁 2010/4/15

1116 懲役１８年 求刑懲役25年 1 強盗致死などの罪（従犯） 東京地裁 2010/3/29

1106 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 大阪地裁堺支部 2010/3/24

1096 裁判員 懲役１０年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1096 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1096 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 佐賀地裁 2010/3/19

1095 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、銃刀法違反の罪 釧路地裁 2010/3/19

1094 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/3/18

1091 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 静岡地裁 2010/3/18

1088 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂、銃刀法違反の罪 那覇地裁 2010/3/18

1086 控訴棄却 懲役１２年 1 殺人などの罪 高松高裁 2010/3/18

1084 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄罪 甲府地裁 2010/3/17

1079 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/3/15

1078 裁判員 懲役１６年 求刑懲役17年 1 殺人罪 横浜地裁 2010/3/15

1074 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁 2010/3/12

1072 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2010/3/11

1070 控訴棄却 懲役１８年 1 殺人、殺人未遂などの罪 広島高裁 2010/3/11

1069 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/3/9

1056 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人罪 高知地裁 2010/3/3

T06 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2010/2/26

1052 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2010/2/26

1049 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 東京地裁 2010/2/26

1048 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、逮捕監禁などの罪 大津地裁 2010/2/26

T02 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人、死体遺棄などの罪 甲府地裁 2010/2/24

1044 控訴棄却 懲役１６年 1 殺人、窃盗などの罪 広島高裁 2010/2/23

1041 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 宮崎地裁 2010/2/19



1029 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2010/2/9

1028 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2010/2/8

1018 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人、死体遺棄、監禁罪 広島地裁 2010/2/1

1018 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、監禁罪 広島地裁 2010/2/1

1013 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 盛岡地裁 2010/1/29

1010 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/1/28

1006 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗罪 京都地裁 2010/1/27

1005 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、傷害、逮捕監禁罪 大津地裁 2010/1/27

999 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/1/22

998 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 仙台地裁 2010/1/22

991 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 静岡地裁 2010/1/15

979 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人などの罪 高松高裁 2009/12/24

967 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人罪 東京高裁 2009/12/17

一審懲役10月
（求刑懲役20年）

952 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 1 殺人罪 名古屋地裁 2009/12/10

944 上告棄却 懲役１２年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 最高裁第1小法廷 2009/12/8

936 懲役１５年 求刑懲役25年 1 殺人、殺人未遂、銃刀法違反の罪 高知地裁 2009/11/30

932 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 広島地裁 2009/11/20

931 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 徳島地裁 2009/11/20

929 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人罪 奈良地裁 2009/11/13

921 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 強盗致死罪 静岡地裁沼津支部 2009/11/6

920 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人罪 仙台地裁 2009/11/6

915 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 名古屋地裁一宮支部 2009/11/4

912 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2009/10/30

911 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、窃盗などの罪 富山地裁 2009/10/29

910 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 静岡地裁浜松支部 2009/10/29

908 上告棄却 懲役１８年 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2009/10/27

892 裁判員 懲役１１年 求刑懲役18年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 徳島地裁 2009/10/9

891 懲役１５年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 函館地裁 2009/10/8

966 一審破棄 懲役１７年 1 殺人などの罪 広島高裁岡山支部 2009/12/16



888 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福島地裁郡山支部 2009/10/2

887 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2009/10/1

885 懲役１３年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 広島地裁 2009/9/29

885 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄などの罪 広島地裁 2009/9/29

883 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁罪 水戸地裁 2009/9/28

881 二審破棄 審理差戻 二審懲役15年 0 殺人未遂などの罪 最高裁第2小法廷 2009/9/25

878 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 京都地裁 2009/9/24

872 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、窃盗などの罪 京都地裁 2009/9/16

869 上告棄却 懲役１２年 1 殺人、死体損壊罪 最高裁第2小法廷 2009/9/15

854 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人（未必の殺意）、道交法違反（酒気帯び運転など）の罪 大阪地裁堺支部 2009/8/21

851 上告棄却 懲役１０年 0 殺人未遂罪　（通り魔事件） 最高裁第1小法廷 2009/8/12

848 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人罪 東京地裁 2009/8/6

845 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁などの罪　（見張り役） 水戸地裁 2009/7/31

842 上告棄却 懲役１６年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2009/7/27

831 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2009/7/15

827 懲役１３年 求刑懲役17年 0 強盗殺人未遂罪 鳥取地裁 2009/7/13

823 懲役１６年 求刑懲役18年 0 殺人未遂などの罪 宇都宮地裁 2009/7/9

820 控訴棄却 懲役１０年 0 殺人未遂などの罪 高松高裁 2009/7/7

819 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 福島地裁会津若松支部 2009/7/6

818 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 鳥取地裁 2009/7/6

816 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗殺人未遂、銃刀法違反の罪 津地裁 2009/7/3

810 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2009/6/25

802 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人などの罪 岡山地裁 2009/6/17

798 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 京都地裁 2009/6/16

793 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 盛岡地裁 2009/6/11

789 懲役１５年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、強盗などの罪 さいたま地裁 2009/6/10

778 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福岡地裁小倉支部 2009/5/28

776 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人罪 横浜地裁 2009/5/26

773 懲役１６年 求刑無期 1 殺人罪　（強殺認定せず） 静岡地裁 2009/5/25



769 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 さいたま地裁 2009/5/18

763 懲役１７年6月 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

763 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

763 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人などの罪 長崎地裁 2009/5/11

一審懲役7年
求刑懲役17年

759 控訴棄却 懲役１０年 0 殺人未遂などの罪 広島高裁松江支部 2009/4/27

750 懲役１３年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪 松山地裁 2009/4/16

745 控訴棄却 懲役１０年 0 殺人未遂罪 東京高裁 2009/4/13

755 控訴棄却 懲役１１年 1 殺人、死体遺棄罪　（期限内に控訴趣意書不提出） 名古屋高裁 2009/3/31

2被告 2被告

懲役１８年 求刑懲役20年

736 一審破棄 懲役１８年 一審懲役20年 2 殺人などの罪（被害弁償を評価） 大阪高裁 2009/3/26

731 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人、窃盗などの罪 東京地裁八王子支部 2009/3/24

727 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 大阪地裁 2009/3/18

725 上告棄却 懲役１７年 2 殺人などの罪　（教唆） 最高裁第2小法廷 2009/3/17

720 懲役５年-１０年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反の罪 鹿児島地裁 2009/3/12

717 懲役１５年 求刑懲役23年 1 殺人、死体遺棄などの罪 札幌地裁 2009/3/11

711 控訴棄却 懲役１１年 1 殺人罪 東京高裁 2009/3/2

強盗殺人などの罪不成立
殺人、窃盗などの罪

704 懲役１９年 求刑懲役22年 1 殺人、死体遺棄、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2009/2/23

701 懲役１４年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 山口地裁 2009/2/18

700 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 奈良地裁 2009/2/17

698 上告棄却 懲役１６年 1 殺人、死体遺棄などの罪 最高裁第3小法廷 2009/2/10

659 懲役１７年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2008/12/9

636 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2008/11/5

631 上告棄却 懲役１２年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2008/10/27

629 控訴棄却 懲役１２年 1 殺人罪 東京高裁 2008/10/23

628 懲役１０年 求刑懲役13年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2008/10/22

625 控訴棄却 懲役５年-１０年 1 殺人罪 大阪高裁 2008/10/16

2009/2/28710 懲役１６年 求刑無期 1 広島地裁

2009/3/26

760 一審破棄 懲役１２年 1 殺人、死体損壊罪 東京高裁 2009/4/28

738 1 殺人罪 熊本地裁



619 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 宇都宮地裁 2008/10/2

618 上告棄却 懲役１７年 1 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2008/9/30

612 上告棄却 懲役１１年 1 殺人などの罪　（従犯） 最高裁第2小法廷 2008/9/16

604 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2008/9/8

595 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人罪 千葉地裁 2008/8/8

587 懲役１１年 求刑懲役12年 1 承諾殺人、現住建造物等放火などの罪 青森地裁 2008/7/18

584 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2008/7/16

580 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/7/15

579 懲役１０年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 横浜地裁川崎支部 2008/7/14

574 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、死体遺棄などの罪 佐賀地裁 2008/7/8

566 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 福岡地裁小倉支部 2008/6/26

562 懲役１０年 求刑懲役15年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2008/6/16

2被告 2被告

懲役１４年 求刑懲役20年

556 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2008/6/4

548 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 宇都宮地裁 2008/5/19

543 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、死体損壊罪 東京地裁 2008/4/28

541 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2008/4/22

538 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 長野地裁松本支部 2008/4/22

532 一審破棄 懲役１１年 一審懲役9年 2 殺人、監禁などの罪（従犯） 大阪高裁 2008/4/15

531 懲役１０年 求刑懲役16年 1 殺人、死体損壊などの罪 水戸地裁 2008/4/11

522 懲役５年-１０年 求刑懲役5-10年 1 殺人罪 大阪地裁 2008/3/31

521 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2008/3/28

514 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 秋田地裁 2008/3/26

512 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 前橋地裁 2008/3/25

498 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 横浜地裁 2008/3/11

476 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2008/2/18

474 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人などの罪 奈良地裁 2008/2/15

469 懲役１１年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/2/7

467 懲役１１年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、強盗、逮捕監禁などの罪 津地裁 2008/2/1

557 0 殺人未遂などの罪 熊本地裁 2008/6/4



466 懲役１８年 求刑懲役23年 1 殺人などの罪 青森地裁 2008/2/1

464 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄罪 仙台地裁 2008/1/31

458 控訴棄却 懲役１５年 2 殺人などの罪 大阪高裁 2008/1/23

456 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2008/1/17

450 懲役１７年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 東京地裁 2008/1/9

448 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄などの罪（主犯） 千葉地裁松戸支部 2008/1/7

445 上告棄却 懲役１０年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2007/12/27

442 控訴棄却 懲役１５年 0 殺人未遂などの罪 東京高裁 2007/12/26

433 一審破棄 懲役１２年 一審懲役14年 2 殺人、激発物破裂罪 東京高裁 2007/12/17

432 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、保護責任者遺棄罪 札幌地裁室蘭支部 2007/12/17

418 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁 2007/11/27

415 懲役１１年 求刑懲役12年 0 殺人未遂、詐欺罪 神戸地裁 2007/11/20

404 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 東京地裁八王子支部 2007/11/8

396 一審破棄 懲役１８年 一審懲役20年 1 殺人罪 名古屋高裁 2007/10/31

395 懲役１０年 求刑懲役13年 2 殺人などの罪 札幌地裁 2007/10/31

388 一審破棄 懲役１５年 一審懲役12年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2007/10/25

386 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 東京地裁 2007/10/22

379 懲役１２年 求刑懲役15年 2 殺人などの罪 大阪地裁 2007/4/10

373 懲役１２年 求刑懲役18年 2 殺人、嘱託殺人罪 旭川地裁 2007/3/29

370 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 釧路地裁帯広支部 2007/3/26

369 懲役１４年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2007/3/26

368 懲役１６年 求刑懲役20年 0 殺人未遂、危険運転傷害などの罪 千葉地裁松戸支部 2007/3/26

359 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 神戸地裁 2007/3/12

356 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊罪 横浜地裁小田原支部 2007/3/9

354 懲役１５年 求刑懲役18年 0 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2007/3/9

350 懲役１８年 求刑無期 1 殺人、銃刀法違反の罪 京都地裁 2007/3/6

341 懲役１３年 - 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2007/2/23

327 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 神戸地裁尼崎支部 2007/1/31

326 上告棄却 懲役１０年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2006/1/31



323 懲役１５年 求刑懲役17年 1 殺人罪 青森地裁 2007/1/29

310 懲役１９年 2 殺人、放火などの罪 さいたま地裁 2007/1/12

302 控訴棄却 懲役１３年 1 殺人罪 東京高裁 2006/12/19

294 懲役１５年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 奈良地裁葛城支部 2006/12/6

291 懲役１４年 求刑懲役15年 2 殺人、激発物破裂の罪 東京地裁 2006/12/1

289 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/11/29

283 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/11/16

281 控訴棄却 懲役１３年 1 殺人罪 東京高裁 2006/11/16

272 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人など罪 神戸地裁姫路支部 2006/11/1

266 懲役１２年 求刑無期 1 殺人などの罪 大阪地裁 2006/10/19

260 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2006/10/12

256 懲役１６年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 前橋地裁高崎支部 2006/10/6

252 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反の罪 神戸地裁 2006/9/29

249 一審破棄 懲役１０年 一審懲役12年 1 殺人罪 名古屋高裁金沢支部 2006/9/28

248 上告棄却 懲役１６年 1 殺人、死体損壊罪 最高裁第1小法廷 2006/9/27

236 懲役１０年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁熊谷支部 2006/9/12

230 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/9/7

222 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人などの罪 青森地裁 2006/8/21

214 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/8/7

209 懲役１２年 - 2 殺人罪 仙台地裁 2006/7/21

207 控訴棄却 懲役１０年 1 殺人罪 東京高裁 2006/7/20

206 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 鹿児島地裁 2006/7/20

2被告

懲役１３年

204 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、銃刀法違反の罪 さいたま地裁 2006/7/19

195 懲役１４年 求刑懲役18年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2006/6/28

2被告

懲役１５年

189 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人、銃刀法違反罪 神戸地裁 2006/6/19

186 懲役１３年 求刑懲役17年 1 殺人などの罪 長野地裁 2006/6/14

2006/6/20190 求刑懲役20年 4 殺人予備などの罪 前橋地裁

205 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/7/20



183 懲役１５年 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 長野地裁 2006/6/10

182 懲役１０年 - 1 殺人罪 東京地裁 2006/6/9

171 懲役１０年 求刑懲役11年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2006/5/23

171 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2006/5/23

170 控訴棄却 懲役１４年 0 殺人未遂罪 大阪高裁 2006/5/23

169 懲役１５年 求刑無期 1 強盗致死などの罪 東京地裁 2006/5/18

165 控訴棄却 懲役１７年 2 殺人などの罪（従犯） 福岡高裁 2006/5/16

155 懲役１８年 求刑懲役20年 3 殺人罪 大阪地裁 2006/5/8

151 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人罪 長野地裁松本支部 2006/4/25

150 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人などの罪 岐阜地裁 2006/4/21

148 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/4/10

144 懲役１０年 求刑懲役13年 1 殺人、逮捕監禁の罪 東京地裁 2006/3/27

140 懲役５年-１０年 求刑同左 1 殺人罪 函館地裁 2006/3/23

138 懲役１５年 求刑無期 1 殺人、現住建造物放火などの罪 福島地裁郡山支部 2006/3/22

135 懲役１８年 求刑懲役18年 1 殺人などの罪 仙台地裁 2006/3/20

127 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 東京地裁 2006/3/14

119 懲役１１年 求刑懲役13年 1 殺人罪 神戸地裁 2006/3/7

115 懲役１８年 求刑懲役17年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/2/28

114 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂などの罪 京都地裁 2006/2/27

113 懲役１６年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 青森地裁 2006/2/24

108 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人罪 東京高裁 2006/2/23

106 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人罪 福島地裁 2006/2/23

100 控訴棄却 懲役１５年 1 殺人罪 福岡高裁 2006/2/17

97 懲役１５年 求刑無期 1 強盗殺人、死体遺棄などの罪 福島地裁 2006/2/16

86 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/2/8

85 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/2/8

3被告

懲役１０年

81 上告棄却 懲役１６年 1 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2006/2/3

80 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/2/3

82 求刑懲役11年 1 殺人、死体遺棄の罪 大分地裁 2006/2/1



73 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄の罪 甲府地裁 2006/1/26

72 上告棄却 懲役１２年 2 殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2006/1/25

69 懲役１８年 求刑懲役20年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/1/24

68 懲役１２年 求刑懲役15年 0 誘拐、殺人未遂などの罪 千葉地裁松戸支部 2006/1/23

68 懲役１６年 求刑懲役20年 0 誘拐、殺人未遂などの罪 千葉地裁松戸支部 2006/1/23

64 懲役１５年 求刑懲役18年 1 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/1/19

63 懲役１１年 求刑懲役14年 1 殺人、死体損壊などの罪 さいたま地裁 2006/1/18

60 懲役１２年 求刑懲役13年 1 殺人罪 釧路地裁 2006/1/16

59 懲役１０年 求刑懲役13年 1 強盗致死などの罪 青森地裁 2006/1/13

55 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪 津地裁 2005/12/26

55 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪 津地裁 2005/12/26

46 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 高松地裁 2005/12/17

45 懲役１７年 - 1 殺人罪等 東京地裁 2005/12/16

41 上告棄却 懲役１２年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2005/12/7

38 上告棄却 懲役１７年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2005/11/30

32 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人罪 長崎地裁 2005/11/11

27 懲役１８年 求刑懲役22年 1 殺人、死体損壊罪等 名古屋地裁 2005/10/26

22 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人、現住建造物等放火の罪 福島地裁郡山支部 2005/10/14

21 懲役１２年 求刑懲役12年 1 殺人罪 那覇地裁 2005/10/13

19 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2005/10/12

18 控訴棄却 懲役１６年 1 殺人、逮捕監禁罪 東京高裁 2005/10/11

17 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人、逮捕監禁罪 東京地裁 2005/10/11

16 懲役１４年 求刑懲役15年 0 殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2005/10/3

15 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 那覇地裁沖縄支部 2005/10/1

14 控訴棄却 懲役１６年 1 殺人、死体損壊罪 札幌高裁 2005/9/29

10 懲役１５年 求刑懲役15年 1 強盗致死、強盗傷害罪 青森地裁 2005/9/28

5 懲役１３年 求刑懲役15年 1 強盗致死、強盗傷害罪 青森地裁 2005/8/6

4 懲役１４年 求刑懲役16年 1 殺人罪、詐欺未遂罪 青森地裁 2005/7/22

4 懲役１６年 求刑懲役18年 1 殺人罪、詐欺未遂罪 青森地裁 2005/7/22
2 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪 青森地裁 2005/7/14


