
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

281 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 大分簡裁 2007/4/10

280 懲役１８年 求刑懲役23年 強姦致傷などの罪 札幌地裁 2007/4/10

279 懲役１年（４） 求刑懲役1年 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

279 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

278 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪 千葉簡裁 2007/3/31

3被告 3被告

懲役３年（５） 求刑懲役3年

276 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強制わいせつ罪 福井地裁 2007/3/27

275 懲役２年 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反などの罪 函館地裁 2007/3/27

274 懲役３年4月 求刑懲役5年 強姦罪 鳥取地裁米子支部 2007/3/23

273 懲役７年 求刑懲役10年 準強姦などの罪 山形地裁 2007/3/17

272 略式命令 罰金80万円 児童買春禁止法違反の罪 松江簡裁 2007/3/14

271 懲役８年 求刑懲役10年 強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2007/3/10

270 懲役１８年 求刑懲役22年 強盗強姦、強盗致傷、強制わいせつなどの罪 奈良地裁 2007/3/9

懲役２年 求刑懲役3年
罰金30万円 罰金30万円

268 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 松山地裁 2007/3/8

267 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 神戸地裁 2007/3/6

266 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2007/3/6

265 一審破棄 懲役２年6月（４） 一審懲役2年 わいせつ誘拐などの罪 仙台高裁 2007/3/2

264 懲役１５年 求刑懲役19年 強制わいせつなどの罪 奈良地裁葛城支部 2007/3/1

263 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童買春禁止法違反などの罪 前橋地裁高崎支部 2007/2/22

262 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致傷、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2007/2/19

261 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2007/2/19

260 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 高知地裁 2007/2/17

259 略式命令 罰金20万円 新潟県青少年健全育成条例違反の罪 簡裁 2007/2/16

258 略式命令 罰金30万円 栃木県青少年健全育成条例違反の罪 福島簡裁 2007/2/16

257 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 山形地裁 2007/2/9

まさかりの部屋　性犯罪・判例　（2005/6/22～2007/04/10）

2007/3/27

判決

277 集団強姦罪 熊本地裁

2007/3/9269 売春防止法違反、児童福祉法違反の罪 高松地裁



256 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反などの罪 高知地裁 2007/2/9

255 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2007/2/5

254 控訴棄却 懲役２年 児童福祉法違反の罪 仙台高裁 2007/2/3

253 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強要未遂などの罪 山形地裁米沢支部 2007/1/31

252 控訴棄却 無罪 一審無罪 強制わいせつ罪不成立 広島高裁松江支部 2007/1/30

251 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁 2007/1/30

251 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁 2007/1/30

250 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦致傷、強盗致傷罪 青森地裁 2007/1/30

2被告 2被告

懲役４年 求刑懲役6年

248 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 山口地裁下関支部 2007/1/27

247 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦、強制わいせつ致傷、監禁の罪 長崎地裁 2007/1/27

246 略式命令 罰金30万円 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森簡裁 2007/1/27

245 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 鳥取地裁 2007/1/24

244 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2007/1/23

243 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2007/1/23

242 控訴棄却 罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2007/1/17

241 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 和歌山地裁 2007/1/17

懲役３年（５） 求刑懲役3年
罰金40万円 罰金40万円

239 懲役6月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 鹿児島地裁 2007/1/12

238 懲役７年 求刑懲役8年 強姦、児童ポルノ禁止法違反などの罪 さいたま地裁 2007/1/11

237 略式命令 罰金30万円 岐阜県迷惑防止条例違反の罪 岐阜簡裁 2007/1/6

235 懲役１４年 求刑懲役20年 強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2007/1/10

236 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造・提供）の罪 さいたま地裁 2006/12/27

234 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2006/12/26

233 懲役１０年 求刑懲役15年 強姦、強制わいせつ致傷などの罪 奈良地裁葛城支部 2006/12/21

232 懲役９年 求刑懲役12年 強姦 、監禁などの罪 鹿児島地裁 2006/12/21

231 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 準強制わいせつ罪 札幌地裁苫小牧支部 2006/12/19

230 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪不成立 大阪地裁 2006/12/18

249 集団強姦致傷などの罪 福岡地裁 2007/1/30

240 売春防止法違反などの罪 高松地裁 2007/1/16



229 懲役4月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 青森地裁 2006/12/14

228 懲役３年（５） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 大津地裁 2006/12/13

227 死刑 求刑死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者2人】 大阪地裁 2006/12/13

226 懲役１７年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 大阪地裁 2006/12/8

225 懲役２年（５） 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 徳島地裁 2006/12/6

224 略式命令 罰金30万円 長崎県少年保護育成条例違反の罪 島原簡裁 2006/12/5

223 懲役１年 － 愛知県青少年保護育成条例違反の罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/12/5

223 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反などの罪 名古屋家裁岡崎支部 2006/12/5

222 不処分 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の非行事実不成立 東京家裁八王子支部 2006/12/4

221 懲役１８年 求刑懲役20年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 仙台地裁 2006/12/2

220 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 静岡県青少年環境整備条例違反の罪 静岡地裁沼津支部 2006/12/2

219 懲役１２年 求刑懲役14年 強姦致傷などの罪 水戸地裁 2006/12/1

218 無罪 求刑懲役4月 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪不成立 大阪地裁 2006/11/30

217 懲役３年（５） 求刑懲役4年 わいせつ目的誘拐などの罪 盛岡地裁 2006/11/29

216 上告棄却 懲役１６年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 最高裁第2小法廷 2006/11/25

215 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 新潟地裁 2006/11/23

214 懲役１年6月 求刑懲役2年 鹿児島県青少年保護育成条例違反の罪 鹿児島地裁川内支部 2006/11/23

213 懲役９年6月 求刑懲役12年 強姦などの罪 静岡地裁 2006/11/23

212 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪、強盗の罪 大津地裁 2006/11/20

211 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京簡裁 2006/11/18

210 上告棄却 懲役９年 強姦、住居侵入の罪 最高裁第1小法廷 2006/11/17

209 略式命令 罰金30万円 三重県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 津簡裁 2006/11/16

208 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2006/11/16

207 略式命令 罰金30万円 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪簡裁 2006/11/15

206 死刑 求刑死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者3人】 福岡地裁 2006/11/13

205 懲役１２年 求刑懲役13年 強姦、準強姦などの罪 札幌地裁 2006/11/7

204 控訴棄却 懲役２０年 わいせつ目的略取などの罪 福岡高裁 2006/11/6

203 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪不成立 甲府地裁 2006/10/29

202 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反などの罪 岡山簡裁 2006/10/28



201 懲役１３年 求刑懲役18年 強姦、強盗などの罪 東京地裁八王子支部 2006/10/27

200 一審破棄 無期懲役 一審懲役30年 強姦、強姦致傷などの罪 大阪高裁 2006/10/25

199 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 福岡地裁 2006/10/18

198 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 八戸簡裁 2006/10/19

197 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 熊本地裁 2006/10/18

196 懲役２０年 求刑懲役25年 強姦傷害などの罪 大津地裁 2006/10/17

195 略式命令 罰金50万円 静岡県青少年環境整備条例違反の罪 浜松簡裁 2006/10/14

194 懲役２７年 求刑懲役30年 強姦などの罪 さいたま地裁 2006/10/13

193 上告棄却 懲役４年 準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2006/10/11

192 懲役３年（５） 求刑懲役5年 準強姦、強制わいせつ罪 盛岡地裁 2006/10/11

191 略式命令 罰金30万円 滋賀県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 東近江簡裁 2006/10/11

190 懲役３年4月 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2006/10/19

190 懲役３年6月 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2006/10/19

189 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 大津地裁 2006/10/5

188 懲役１年6月（５） 福岡県青少年健全育成条例違反の罪 福岡地裁小倉支部 2006/10/5

5被告 5被告

懲役３年（４） 一審懲役5年

186 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 佐賀地裁 2006/9/27

185 懲役１０年 求刑懲役15年 強姦未遂などの罪 鹿児島地裁 2006/9/27

184 死刑 求刑死刑 強制わいせつ致死、殺人などの罪　【死者1人】 奈良地裁 2006/9/26

183 懲役２年6月（５） 求刑懲役4年 集団準強姦罪 京都地裁 2006/10/11

183 懲役３年（５） 求刑懲役5年 集団準強姦罪 京都地裁 2006/10/11

183 懲役５年6月 求刑懲役8年 集団準強姦、準強姦致傷罪 京都地裁 2006/10/11

182 略式命令 罰金100万円 児童買春・ポルノ禁止法違反の罪 いわき簡裁 2006/9/23

181 懲役６年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 鳥取地裁 2006/9/23

180 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2006/9/22

179 懲役５年－７年 求刑懲役5-10年 強制わいせつ傷害、殺人未遂などの罪 前橋地裁高崎支部 2006/9/22

178 略式命令 罰金50万円 宮崎県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 簡易裁判所 2006/9/7

177 懲役６年 求刑懲役7年 強姦、強姦未遂罪 福岡地裁 2006/9/7

176 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2006/9/1

187 一審破棄 集団強姦罪 仙台高裁 2006/10/4



175 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 鳥取簡裁 2006/8/25

174 懲役２年8月（４） 求刑懲役3年 人身売買罪 前橋地裁 2006/8/25

173 懲役５年 求刑懲役7年 わいせつ誘拐罪 岡山地裁 2006/8/16

172 略式命令 罰金20万円 窃盗罪（女性の下着盗） 鳥取簡裁 2006/8/11

171 懲役１年（猶予取消） 求刑懲役1年 静岡県青少年条例違反の罪 静岡地裁 2006/8/11

171 懲役１年2月 求刑懲役2年 児童福祉法違反の罪 静岡家裁 2006/8/11

170 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入などの罪 長崎地裁 2006/8/5

169 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2006/8/4

168 懲役３年 － 強制わいせつ致傷などの罪 札幌地裁 2006/8/4

167 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 人身売買ほう助などの罪 宇都宮地裁 2006/8/4

166 懲役２年 － 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/8/3

165 控訴棄却 懲役１６年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福岡高裁 2006/8/1

164 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 建造物侵入、軽犯罪法違反の罪 福島地裁会津若松支部 2006/7/27

163 中等少年院送致 強制わいせつなどの非行事実 神戸家裁 2006/7/26

162 懲役１３年 求刑懲役15年 強制わいせつ、わいせつ略取などの罪 新潟地裁 2006/7/26

161 懲役２４年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 札幌地裁室蘭支部 2006/7/25

懲役４年 求刑懲役6年
罰金30万円 罰金30万円

159 懲役8月 求刑懲役1年 静岡県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 静岡地裁 2006/7/21

158 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦未遂などの罪 東京地裁 2006/7/19

157 控訴棄却 無期懲役 強盗強姦、強姦などの罪 東京高裁 2006/7/19

156 懲役4月（３） 求刑懲役4月 奈良県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 奈良地裁 2006/7/15

155 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪 福井地裁 2006/7/15

154 懲役１３年 求刑懲役13年 強制わいせつなどの罪 大津地裁 2006/7/14

153 一審破棄 無罪 一審懲役1年 強制わいせつ罪不成立 大阪高裁 2006/7/13

152 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦などの罪 青森地裁八戸支部 2006/7/13

151 懲役４年 求刑懲役7年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

151 懲役７年6月 求刑懲役12年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

150 無期懲役 求刑死刑 強制わいせつ致死、殺人などの罪　【死者1人】 広島地裁 2006/7/4

149 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、強盗などの罪 青森地裁 2006/6/28

合算

160 人身売買などの罪 前橋地裁 2006/7/21



148 懲役２５年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌地裁室蘭支部 2006/6/26

147 控訴棄却 無期懲役 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者2人】 東京高裁 2006/6/22

146 懲役3月（２） 求刑懲役4月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2006/6/20

145 二審破棄 審理差戻し 二審無期懲役 強姦致死、殺人などの罪　【死者2人】 最高裁第3小法廷 2006/6/20

144 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2006/6/20

143 略式命令 罰金20万円 兵庫県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 姫路簡裁 2006/6/17

142 懲役３年8月 求刑懲役5年 強姦未遂罪などの罪 鳥取地裁 2006/6/17

141 懲役２年（３） － わいせつ図画販売などの罪 徳島地裁 2006/6/13

懲役２年（３）
罰金20万円

追徴金248,600円

140 控訴棄却 懲役４年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

140 控訴棄却 懲役５年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

140 一審破棄 懲役８年 一審懲役8年 集団強姦罪 札幌高裁 2006/6/13

139 上告棄却 懲役１２年 強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2006/6/1

138 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2006/6/1

137 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2006/5/31

136 懲役１３年 求刑懲役17年 強姦致傷などの罪 徳島地裁 2006/5/30

135 懲役6月（３） 求刑懲役6月 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森地裁 2006/5/25

134 懲役５年6月 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 山口地裁 2006/5/25

133 懲役１５年 － 強姦などの罪 東京地裁 2006/5/23

132 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪 大津地裁 2006/5/22

131 懲役１９年 求刑懲役20年 強姦などの罪 水戸地裁 2006/5/19

130 無罪 求刑懲役4月 公然わいせつ罪不成立 和歌山地裁田辺支部 2006/5/18

129 上告棄却 懲役２年（４） わいせつ図画販売などの罪 最高裁第3小法廷 2006/5/18

2被告

懲役３年6月

127 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ罪 松山地裁西条支部 2006/5/11

126 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/5/3

125 懲役５年 求刑懲役7年 強姦などの罪 京都地裁 2006/4/28

2006/6/13

128 － 人身売買などの罪 長野地裁 2006/5/18

141 － わいせつ図画販売などの罪 徳島地裁



124 罰金40万円 求刑罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京地裁 2006/4/28

123 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2006/4/21

122 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2006/4/20

121 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反の罪不成立 東京高裁 2006/4/14

120 懲役４年 求刑懲役6年 強姦罪 東京地裁 2006/4/14

懲役１年6月（３）
罰金20万円

118 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 金沢地裁 2006/4/11

5被告 5被告

懲役５年 求刑懲役6年

116 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2006/3/29

115 懲役１９年 求刑懲役22年 強姦致傷などの罪 大分地裁 2006/3/28

114 懲役９年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 那覇地裁 2006/3/24

113 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入の罪不成立 名古屋地裁 2006/3/24

112 懲役１６年 求刑懲役18年 強盗強姦などの罪 佐賀地裁 2006/3/23

111 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 高松地裁 2006/3/23

110 懲役３０年 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 大阪地裁 2006/3/22

109 一審破棄 懲役２年4月 一審懲役3年 児童買春禁止法違反、通貨偽造、同行使の罪 広島高裁岡山支部 2006/3/22

108 懲役２年 求刑懲役3年 わいせつ目的略取の罪 高松地裁 2006/3/18

107 懲役３年（４） 求刑懲役3年 わいせつ誘拐の罪 富山地裁 2006/3/17

106 懲役３年（５） 求刑懲役4年 わいせつ誘拐などの罪 青森地裁 2006/3/17

105 略式命令 罰金30万 滋賀県迷惑防止条例違反の罪（盗撮行為） 大津簡裁 2006/3/15

104 懲役９年 求刑懲役10年 強姦などの罪 福井地裁 2006/3/15

103 上告棄却 無期懲役 強盗強姦などの罪 最高裁第2小法廷 2006/3/15

102 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強姦未遂の罪 札幌地裁 2006/3/15

101 懲役２０年 求刑懲役20年 わいせつ目的略取などの罪 佐賀地裁 2006/3/14

100 無罪 求刑罰金20万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢行為）不成立 東京地裁八王子支部 2006/3/10

99 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月（３） 強制わいせつ罪（痴漢行為）不成立 東京高裁 2006/3/8

98 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強姦罪 富山地裁 2006/3/8

97 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦未遂、わいせつ目的誘拐の罪 熊本地裁 2006/3/7

2006/4/13119 一審破棄 一審無罪 売春防止法違反（場所提供）の罪 名古屋高裁

117 集団強姦罪 山形地裁 2006/4/6



96 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2006/3/2

95 懲役１７年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2006/3/2

94 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつなど罪 静岡地裁浜松支部 2006/2/28

93 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷など罪 高松地裁 2006/2/25

3被告

懲役２０年

3被告 3被告

懲役１年（３） 求刑懲役1年

90 懲役２０年 求刑懲役20年 強姦などの罪 京都地裁 2006/2/21

89 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 小樽簡裁 2006/2/17

88 上告棄却 懲役５年 強姦、電子計算機使用詐欺などの罪 最高裁第1小法廷 2006/2/16

2被告

無期懲役

86 無罪 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪不成立 京都地裁 2006/2/15

85 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪不成立 東京高裁 2006/2/15

84 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 東京地裁 2006/2/6

83 略式命令 罰金50万円 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 東京簡裁 2006/1/31

82 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2006/1/30

81 懲役５年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 福井地裁 2006/1/28

80 懲役１５年 求刑懲役25年 強姦致傷、殺人未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2006/1/28

79 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦、強制わいせつなどの罪 長崎地裁佐世保支部 2006/1/26

78 懲役１２年 求刑懲役15年 わいせつ目的誘拐、殺人未遂などの罪 千葉地裁松戸支部 2006/1/23

78 懲役１６年 求刑懲役20年 わいせつ目的誘拐、殺人未遂などの罪 千葉地裁松戸支部 2006/1/23

77 懲役２年4月 求刑懲役3年 わいせつ目的誘拐罪 福島地裁郡山支部 2006/1/20

76 懲役１２年 求刑懲役16年 強盗強姦罪 大阪地裁 2006/1/19

75 上告棄却 死刑 わいせつ目的誘拐、殺人などの罪　【死者4人】 最高裁第3小法廷 2006/1/18

74 懲役７年 求刑懲役7年 児童福祉法違反の罪 奈良家裁 2006/1/13

懲役８年 求刑懲役8年
罰金600万円 罰金1000万円

73 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦傷害などの罪 仙台地裁 2006/1/13

72 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつの罪 高松地裁 2006/1/13

2006/2/15

2006/2/25

91 児童福祉法違反の罪 那覇家裁 2006/2/21

92 控訴棄却 強盗強姦など罪 札幌高裁

87 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者1人】 長野地裁

74 強姦などの罪 奈良地裁 2006/1/13



71 一審破棄 懲役１２年 一審懲役14年 強姦などの罪 東京高裁 2006/1/12

70 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 山口地裁宇部支部 2005/12/29

69 懲役８年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2005/12/28

68 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、殺人未遂などの罪 水戸地裁土浦支部 2005/12/28

67 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦、強盗、住居侵入の罪 盛岡地裁 2005/12/28

66 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 長崎地裁 2005/12/28

65 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 長崎簡裁 2005/12/27

64 懲役９年 － 準強姦罪 札幌地裁 2005/12/27

63 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗致傷の罪 大阪地裁 2005/12/20

62 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 松山簡裁 2005/12/17

61 懲役４年 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 奈良家裁 2005/12/16

60 懲役３年 求刑懲役3年 強姦罪 奈良地裁 2005/12/13

59 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強盗などの罪 佐賀地裁 2005/12/13

58 懲役３年6月 求刑懲役7年 強姦罪 神戸地裁 2005/12/9

57 懲役３年（５） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反の罪（買春目的人身売買） 東京地裁 2005/12/9

56 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、住居侵入などの罪　【死者1人】 前橋地裁高崎支部 2005/12/9

55 懲役５年 求刑懲役5年 強制わいせつの罪 大阪地裁 2005/12/7

54 懲役５年 求刑懲役7年 強姦、強盗の罪 福井地裁 2005/12/7

53 略式命令 罰金50万円 埼玉県青少年健全育成条例違反の罪 東京簡裁 2005/12/7

52 懲役３年 求刑懲役5年 特別公務員暴行陵虐罪 東京地裁 2005/12/5

51 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦、わいせつ目的略取などの罪 大阪地裁 2005/11/30

50 懲役４年 求刑懲役4年 集団強姦ほう助罪 札幌地裁 2005/11/29

50 懲役５年 求刑懲役5年 集団強姦罪 札幌地裁 2005/11/29

50 懲役８年 求刑懲役8年 集団強姦罪 札幌地裁 2005/11/29

49 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ傷害、強盗傷害などの罪 大津地裁 2005/11/25

48 懲役１９年 求刑懲役20年 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2005/11/25

47 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2005/11/22

46 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、業務上横領罪 宮崎地裁 2005/11/19

45 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ、住居侵入の罪 那覇地裁 2005/11/17



3被告

罰金50万円

43 懲役８年 求刑懲役10年 営利及びわいせつ目的誘拐、監禁などの罪 奈良地裁 2005/11/15

42 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 東京地裁 2005/11/14

41 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ罪 富山地裁高岡支部 2005/11/9

40 上告棄却 懲役１４年 準強姦罪（スーパーフリー集団強姦事件） 最高裁第2小法廷 2005/11/2

39 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 東京地裁 2005/11/2

38 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 特別公務員暴行陵虐罪 大津地裁 2005/11/2

37 懲役２年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

37 懲役３年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

36 控訴棄却 懲役３年 強姦未遂、強制わいせつ罪 仙台高裁秋田支部 2005/10/30

35 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死、殺人、窃盗などの罪　【死者1人】 福島地裁 2005/10/28

34 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 山形地裁 2005/10/28

4被告 4被告

懲役２年 求刑懲役3年

32 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつ、強盗などの罪 新潟地裁 2005/10/26

31 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2005/10/26

30 懲役４年 － わいせつ目的誘拐などの罪 和歌山地裁 2005/10/26

29 懲役１年10月（５） 求刑懲役1年10月 福井県青少年愛護条例違反などの罪 福井地裁 2005/10/18

28 懲役３年 求刑懲役4年6月 児童買春禁止法違反、通貨偽造・同行使の罪 岡山地裁 2005/10/12

27 懲役２０年 求刑懲役20年 準強制わいせつ、強盗致傷などの罪 東京地裁 2005/10/12

26 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 熊本県少年保護育成条例違反の罪 熊本地裁 2005/10/6

25 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2005/10/6

24 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ、強盗などの罪 大津地裁 2005/10/5

23 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 さいたま簡裁 2005/10/3

22 懲役１３年 求刑懲役14年 強姦致傷、わいせつ略取などの罪 水戸地裁下妻支部 2005/9/29

21 控訴棄却 懲役１６年 殺人、死体損壊罪　【死者1人】 札幌高裁 2005/9/29

20 懲役１年6月（３） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反罪 東京地裁 2005/9/29

19 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 新潟地裁 2005/9/27

18 懲役５年 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2005/9/21

2005/11/15

33 強姦未遂罪　（集団強姦行為） 静岡地裁沼津支部 2005/10/27

44 略式命令 児童買春禁止法違反罪 諫早簡裁



17 懲役１年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2005/9/17

16 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 鹿児島地裁 2005/9/16

15 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗強姦、営利・わいせつ目的略取などの罪 札幌地裁 2005/9/15

14 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童買春禁止法違反の罪 福岡地裁小倉支部 2005/9/13

13 懲役３年10月 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2005/9/13

12 控訴棄却 無期懲役 強盗強姦、わいせつ略取などの罪 名古屋高裁 2005/9/12

11 懲役２年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 横浜地裁川崎支部 2005/9/9

10 一審破棄 懲役５年－１０年 一審懲役10年 強姦致傷、強制わいせつ罪 大阪高裁 2005/9/7

9 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦罪 大阪地裁 2005/9/5

2被告 2被告

無期懲役 求刑無期懲役

7 控訴取下 無期懲役 確定 強盗強姦、強盗致傷の罪 東京高裁 2005/8/30

6 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強姦未遂罪 札幌地裁 2005/8/19

5 控訴棄却 無期懲役 強盗強姦、窃盗などの罪 東京高裁 2005/8/9

4 無期懲役 求刑無期懲役 わいせつ目的略取、殺人などの罪　【死者1人】 松山地裁 2005/7/14

3 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2005/7/12

2 懲役５年－９年 求刑懲役5-10年 強姦、強盗などの罪 大阪地裁堺支部 2005/7/7

1 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦、わいせつ目的誘拐罪 札幌地裁 2005/6/22

8 強盗強姦、監禁致傷などの罪 さいたま地裁川越支部 2005/8/31


