
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1037 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 相模原簡裁 2011/12/28

1036 懲役９年 求刑懲役10年 児童福祉法違反、児童買春ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁立川支部 2011/12/27

1035 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 秋田地裁 2011/12/26

1034 略式命令 罰金40万円 東京都迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 東京簡裁 2011/12/22

1033 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2011/12/22

1032 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2011/12/22

1031 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 横浜簡裁 2011/12/22

*16 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/12/21

1030 無罪 求刑懲役5年 集団強姦罪不成立　（証言の信用性に疑問） 大阪地裁 2011/12/21

1030 無罪 求刑懲役6年 集団強姦罪不成立　（証言の信用性に疑問） 大阪地裁 2011/12/21

1029 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 さいたま地裁熊谷支部 2011/12/20

1028 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2011/12/16

一審無罪
（求刑懲役13年）

1026 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁尼崎支部 2011/12/16

1025 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2011/12/15

1024 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2011/12/13

1023 控訴棄却 懲役２８年 強盗強姦などの罪 高松高裁 2011/12/13

1022 上告棄却 懲役７年 準強姦、準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2011/12/12

b15 略式命令 罰金20万円 兵庫県迷惑行為等防止条例違反（痴漢）の罪 神戸簡裁 2011/12/9

1021 略式命令 罰金10万円 岡山県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 岡山簡裁 2011/12/9

1020 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 長野地裁松本支部 2011/12/9

1019 略式命令 罰金50万円 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 豊橋簡裁 2011/12/9

1018 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/12/9

1017 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 強制わいせつ致傷罪 大津地裁 2011/12/8

1016 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 和歌山地裁 2011/12/8

1015 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2011/12/7

まさかりの部屋　性犯罪・判例　（2010/1/12～2011/12/28）

2011/12/16

判決

1027 一審破棄 懲役１０年 強姦罪 大阪高裁



1014 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 徳島地裁 2011/12/5

裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗罪

（合算） 懲役２４年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗、窃盗罪

1012 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2011/12/2

1011 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷、殺人未遂などの罪 大阪地裁 2011/11/29

1010 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦致傷、住居侵入罪 高松地裁 2011/11/29

裁判員 懲役９年 求刑懲役11年 準強姦致傷などの罪

（合算） 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪

1008 懲役２年8月 求刑懲役4年 わいせつ目的略取、逮捕監禁などの罪 東京地裁立川支部 2011/11/28

1007 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 強盗強姦などの罪 大阪地裁 2011/11/24

1006 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷、窃盗、準強制わいせつ、住居侵入罪 大津地裁 2011/11/22

1005 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強姦致傷、住居侵入罪 青森地裁 2011/11/18

1004 裁判員 懲役１７年 求刑懲役17年 強盗強姦未遂などの罪 名古屋地裁 2011/11/18

*15 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/11/16

1003 無罪 求刑罰金30万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪不成立　（証言の信用性に疑問） 神戸地裁 2011/11/15

b14 略式命令 罰金20万円 山梨県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 甲府簡裁 2011/11/12

1002 略式命令 罰金20万円 大分県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の罪 大分簡裁 2011/11/11

1001 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2011/11/9

一審無罪

求刑懲役6月

b13 略式命令 罰金20万円 大分県青少年健全育成条例違反（わいせつ行為）罪 大分簡裁 2011/11/8

998 懲役２年（４） 求刑懲役2年 公然わいせつ、器物損壊罪 宇都宮地裁栃木支部 2011/10/27

997 無罪 求刑懲役3年 強姦未遂罪不成立　（証言の信用性に疑問） 札幌地裁 2011/10/25

996 上告棄却 懲役２年6月 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 最高裁第3小法廷 2011/10/24

995 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 神戸地裁 2011/10/21

994 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 集団強姦致傷、監禁、わいせつ略取などの罪 大津地裁 2011/10/21

994 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 集団強姦致傷、監禁、わいせつ略取などの罪 大津地裁 2011/10/21

b12 略式命令 罰金20万円 広島県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）の罪 広島簡裁 2011/10/18

993 懲役９年 求刑懲役10年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反罪 鳥取地裁米子支部 2011/10/13

2011/11/8

1013 静岡地裁沼津支部 2011/12/5

1009 神戸地裁 2011/11/29

1000 一審破棄 懲役2月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪高裁



992 一審破棄 懲役１８年 一審懲役24年 強姦致傷、強姦未遂、暴行などの罪 高松高裁 2011/10/11

*14 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷・強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2011/10/7

*13 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/10/6

b11 略式命令 罰金100万円 東京都迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 立川簡裁 2011/10/6

b10 略式命令 罰金30万円 奈良県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 奈良簡裁 2011/10/4

991 略式命令 罰金10万円 建造物侵入罪（女子トイレ個室に侵入） 岡崎簡裁 2011/10/4

990 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 川崎簡裁 2011/10/3

989 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 川崎簡裁 2011/9/30

988 控訴棄却 懲役１８年 強姦、児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 福岡高裁 2011/9/28

987 懲役９年 求刑懲役12年 強姦などの罪 富山地裁 2011/9/27

986 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2011/9/22

985 罰金30万円 求刑罰金30万円 建造物侵入、香川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 高松簡裁 2011/9/20

984 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 千葉簡裁 2011/9/20

983 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 岐阜地裁 2011/9/16

982 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 強盗強姦未遂などの罪 名古屋地裁 2011/9/16

981 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 大津地裁 2011/9/16

*12 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/9/15

980 裁判員 懲役１５年 求刑懲役13年 強姦致傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/9/15

979 懲役１３年 求刑懲役20年 強制わいせつなどの罪 神戸地裁 2011/9/15

978 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2011/9/15

977 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強姦致傷罪 高松地裁 2011/9/14

976 略式命令 罰金30万円 宮崎県迷惑防止条例違反（ひわいな行為の禁止）の罪 宮崎簡裁 2011/9/13

975 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 強盗強姦、強盗致傷などの罪 名古屋地裁 2011/9/8

974 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強盗致傷罪 高松地裁 2011/9/7

973 上告棄却 懲役4月（２） 公然わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2011/9/6

972 裁判員 懲役１８年 求刑懲役17年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2011/9/6

2被告 2被告

罰金50万円 求刑罰金50万円

971 罰金50万円 求刑懲役10月 わいせつ図画販売ほう助罪 東京地裁 2011/9/6

971 わいせつ図画販売ほう助罪 東京地裁 2011/9/6



2被告 2被告

懲役10月（３） 求刑懲役10月

970 懲役１年6月 求刑懲役1年6月 わいせつ目的誘拐罪 横浜地裁 2011/9/5

969 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2011/9/2

968 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 松江地裁 2011/9/2

967 区分審理 無罪 強制わいせつ罪不成立　（自白の信用性を否定） 長崎地裁 2011/9/2

966 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 和歌山地裁 2011/9/1

965 一審破棄 懲役３年 一審懲役4年 強制わいせつ致傷罪　（監禁罪不成立） 大阪高裁 2011/8/31

964 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 熊本簡裁 2011/8/30

963 略式命令 罰金20万円 宮崎県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 都城簡裁 2011/8/22

*11 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/8/18

962 略式命令 罰金20万円 山形県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 酒田簡裁 2011/8/16

961 略式命令 罰金30万円 愛知県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 豊橋簡裁 2011/8/3

960 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2011/7/29

959 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷罪 横浜地裁 2011/7/27

958 略式命令 罰金60万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 札幌簡裁 2011/7/26

957
一審二審破

棄
無罪 一審二審懲役4年 強姦罪不成立 最高裁第2小法廷 2011/7/25

956 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 金沢地裁 2011/7/22

955 略式命令 罰金40万円 神奈川県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 横浜簡裁 2011/7/22

954 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強姦、殺人、死体遺棄罪　【死者1人】　（強姦致死罪不成立） 千葉地裁 2011/7/21

b09 罰金50万円 求刑懲役4月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁 2011/7/20

b08 略式命令 罰金30万円 福岡県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 福岡簡裁 2011/7/17

953 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷、強盗などの罪 長野地裁 2011/7/14

952 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 宇都宮地裁 2011/7/14

951 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2011/7/13

950 懲役4月（１） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 秋田地裁 2011/7/12

949 懲役２年6月 求刑懲役5年 強姦未遂などの罪　（強制わいせつ罪不成立） 福岡地裁 2011/7/12

948 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 強盗強姦などの罪 高松地裁 2011/7/11

*10 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/7/8

971 わいせつ図画販売罪 東京地裁 2011/9/6



947 略式命令 罰金30万円 茨城県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 土浦簡裁 2011/7/8

946 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2011/7/7

裁判員 懲役９年6月 求刑懲役15年 強盗強姦未遂などの罪
（合算） 懲役６年 求刑懲役10年 強制わいせつ、強盗などの罪

944 裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 強盗強姦罪 熊本地裁 2011/7/7

943 裁判員 死刑 求刑死刑 強盗殺人、放火、強盗強姦などの罪　【死者1人】 千葉地裁 2011/6/30

942 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 宇都宮地裁 2011/6/30

941 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 水戸地裁 2011/6/24

940 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 大津地裁 2011/6/24

939 略式命令 罰金30万円 児童買春禁止法違反罪 広島簡裁 2011/6/24

938 裁判員 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 宇都宮地裁 2011/6/23

937 差戻審 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 宮崎地裁 2011/6/21

*09 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強盗強姦、住居侵入罪 千葉地裁 2011/6/16

936 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷、強制わいせつの罪 鹿児島地裁 2011/6/16

935 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2011/6/16

934 懲役７年 求刑懲役9年 わいせつ目的誘拐などの罪 京都地裁 2011/6/15

933 略式命令 罰金30万円 広島県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 広島簡裁 2011/6/13

*08 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂罪 千葉地裁 2011/6/10

932 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 奈良地裁 2011/6/10

一審懲役3年10月
（求刑懲役4年）

930 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/6/3

929 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 大津地裁 2011/6/3

928 略式命令 罰金30万円 宮崎県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）罪 都城簡裁 2011/6/3

927 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦、わいせつ目的誘拐などの罪 神戸地裁姫路支部 2011/6/3

926 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反（淫行）罪 福岡地裁 2011/6/3

925 懲役１年（３） 求刑懲役1年 建造物侵入罪（盗撮目的） 高知地裁 2011/5/31

*07 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/5/27

924 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 京都地裁 2011/5/27

一審無罪
（求刑罰金30万円）

923 一審破棄 罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢） 福岡高裁 2011/5/25

945 奈良地裁 2011/7/7

931 一審破棄 懲役３年6月 強制わいせつ致傷、傷害罪 福岡高裁宮崎支部 2011/6/7



922 無罪 求刑懲役7年 準強姦罪不成立　（被害者証言の信用性に疑い） 水戸地裁土浦支部 2011/5/20

921 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年6月 強制わいせつ致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2011/5/18

920 無期懲役 求刑死刑 殺人、強制わいせつ致死罪　【死者1人】　（殺人前科） 京都地裁 2011/5/18

919 控訴棄却 無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌高裁 2011/5/17

918 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2011/5/13

917 略式命令 罰金30万円 北海道迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 札幌簡裁 2011/5/12

916 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 熊本簡裁 2011/5/2

915 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 徳島地裁 2011/4/28

914 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2011/4/28

913 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 傷害罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 福岡地裁 2011/4/28

912 懲役２５年 求刑懲役28年 強盗強姦、わいせつ略取などの罪 千葉地裁 2011/4/27

911 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 長野地裁 2011/4/27

910 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 強盗強姦などの罪 大分地裁 2011/4/26

909 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪 鳥取地裁 2011/4/22

908 懲役５年6月 求刑懲役8年 児童福祉法違反の罪 札幌地裁 2011/4/18

907 控訴棄却 無期懲役 （求刑死刑） 強盗殺人、強盗強姦未遂などの罪　【死者1人】 名古屋高裁 2011/4/12

906 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2011/4/11

905 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2011/3/30

904 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、わいせつ目的略取などの罪 大阪地裁堺支部 2011/3/24

903 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 長崎地裁 2011/3/23

902 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 富山地裁高岡支部 2011/3/22

901 懲役２年6月 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 千葉地裁 2011/3/17

900 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 福岡地裁 2011/3/17

899 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦などの罪 宮崎地裁 2011/3/15

898 裁判員 懲役２０年 求刑懲役28年 強姦致傷などの罪 金沢地裁 2011/3/11

897 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 京都地裁 2011/3/10

896 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2011/3/10

895 無罪 求刑罰金15万円 公然わいせつ罪不成立　（目撃証言に疑問） 千葉地裁 2011/3/10

894 上告棄却 死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者3人】 最高裁第3小法廷 2011/3/8



893 略式命令 罰金30万円 兵庫県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 神戸簡裁 2011/3/8

892 懲役３年－４年 求刑懲役4－5年 集団準強姦罪 那覇地裁 2011/3/7

891 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 川崎簡裁 2011/3/4

890 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2011/3/3

889 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 強姦致傷などの罪 和歌山地裁 2011/3/3

888 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 千葉地裁 2011/3/3

887 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦などの罪 高知地裁 2011/3/2

886 無罪 求刑懲役6年 強姦罪不成立　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2011/3/2

885 無罪 求刑罰金30万円 公然わいせつ罪不成立　（客観的証拠不充分） 神戸地裁明石支部 2011/3/1

884 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 2011/2/28

883 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 長崎地裁 2011/2/28

882 懲役７年6月 求刑懲役12年 準強制わいせつ、準詐欺などの罪 大阪地裁堺支部 2011/2/28

881 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2011/2/25

880 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦未遂、強盗殺人などの罪　【死者1人】 甲府地裁 2011/2/25

879 無罪 求刑懲役13年 強姦罪不成立　（犯罪不成立） 神戸地裁 2011/2/22

2被告 2被告

懲役２４年 求刑懲役30年

877 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2011/2/18

876 裁判員 懲役６年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 千葉地裁 2011/2/17

875 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/2/17

874 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2011/2/16

873 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2011/2/16

872 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 大阪地裁 2011/2/14

871 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 静岡地裁浜松支部 2011/2/10

810 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/2/10

869 懲役4月（５） 求刑懲役4月 公然わいせつほう助罪 高松地裁 2011/2/9

868 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 金沢地裁 2011/2/8

867 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2011/2/7

866 懲役３年（５） 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 大阪地裁 2011/2/4

865 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強姦、強制わいせつなどの罪 静岡地裁沼津支部 2011/2/3

878 裁判員 集団強姦致傷などの罪 千葉地裁 2011/2/21



864 裁判員 懲役３年10月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷、傷害罪 宮崎地裁 2011/2/3

863 裁判員 懲役９年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 宇都宮地裁 2011/2/3

862 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 前橋地裁 2011/2/3

861 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 鹿児島地裁 2011/2/1

b07 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2011/1/31

860 懲役４年 求刑懲役5年 集団準強姦罪 那覇地裁 2011/1/31

懲役１年2月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪

懲役8月 求刑懲役1年2月 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）、住居侵入罪

858 控訴棄却 懲役７年 強姦致傷罪 仙台高裁秋田支部 2011/1/27

857 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 強姦、強制わいせつなどの罪 前橋地裁 2011/1/27

856 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/27

855 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 2011/1/27

一審懲役10月
（求刑懲役1年）

853 懲役３年（４） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反などの罪 横浜地裁川崎支部 2011/1/26

852 懲役4月（２） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 福井地裁 2011/1/26

懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月
罰金30万円 罰金30万円

850 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 強姦致傷、住居侵入罪 宮崎地裁 2011/1/21

849 略式命令 罰金10万円 住居侵入罪（覗き目的） 千葉簡裁 2011/1/21

b06 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/1/19

848 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 名古屋地裁 2011/1/19

847 懲役２年（３） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 広島地裁 2011/1/19

846 懲役３年（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつなどの罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/17

*06 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2011/1/14

845 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 富山地裁 2011/1/14

一審無罪
（求刑懲役2年）

843 無罪 求刑懲役4月 公然わいせつ罪不成立 金沢地裁 2011/1/7

842 懲役１６年 求刑懲役20年 準強姦、準強姦未遂などの罪 大阪地裁 2011/1/7

b05 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 横浜家裁相模原支部 2011/1/5

2011/1/13

851 売春防止法違反（場所提供業）の罪 東京地裁 2011/1/25

844 一審破棄 懲役１年6月（３） 準強制わいせつ罪 東京高裁

854 一審破棄 無罪 福岡県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪不成立 福岡高裁 2011/1/27

859 合算 福岡地裁 2011/1/31



841 略式命令 罰金40万円 福岡県迷惑行為防止条例違反（盗撮）、傷害罪 飯塚簡裁 2010/12/28

長崎県少年保護育成条例違反（淫行）、
児童ポルノ処罰法違反（製造）罪

839 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 岡山地裁 2010/12/24

838 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/12/24

837 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/12/21

836 懲役３年4月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 大津地裁彦根支部 2010/12/21

835 一審破棄 審理差戻し 一審公訴棄却 強制わいせつなどの罪 福岡高裁宮崎支部 2010/12/21

834 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 集団準強姦未遂罪 和歌山地裁 2010/12/20

833 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 松山地裁 2010/12/10

832 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入罪 福島地裁郡山支部 2010/12/10

831 裁判員 懲役１６年 求刑懲役16年 強盗強姦未遂などの罪 岡山地裁 2010/12/10

830 上告棄却 懲役１２年 強姦致傷、建造物侵入罪 最高裁第2小法廷 2010/12/9

829 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/12/9

b04 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 保土ヶ谷簡裁 2010/12/8

828 上告棄却 無期懲役 準強姦致死、死体損壊・遺棄などの罪　【死者2人】 最高裁第1小法廷 2010/12/7

827 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/12/7

826 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反罪 横浜地裁川崎支部 2010/12/3

825 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 集団準強姦未遂罪 和歌山地裁 2010/12/3

懲役７年

懲役４年

823 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、住居侵入罪 那覇地裁 2010/12/2

822 略式命令 罰金70万円 長崎県少年保護育成条例違反（淫行）罪 佐世保簡裁 2010/12/1

821 懲役３年（５） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）罪 秋田地裁 2010/11/29

820 懲役７年 求刑懲役10年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造、提供）罪 佐賀地裁 2010/11/29

819 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 長崎地裁 2010/11/26

818 懲役３年10月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/11/26

懲役２年6月 求刑懲役4年
罰金30万円 罰金50万円

816 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪不成立 大阪地裁 2010/11/26

817 準強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反罪 松山地裁大洲支部 2010/11/26

824 控訴棄却 強姦致傷罪 高松高裁 2010/12/2

840 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 長崎地裁 2010/12/27



一審無罪

（求刑罰金50万円）

814 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦、住居侵入などの罪 静岡地裁浜松支部 2010/11/19

813 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、わいせつ略取などの罪 横浜地裁 2010/11/19

812 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 強盗強姦罪 横浜地裁 2010/11/19

811 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、同未遂などの罪 旭川地裁 2010/11/19

810 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/11/18

809 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 熊本地裁 2010/11/18

808 控訴棄却 懲役９年 強盗強姦、住居侵入罪 高松高裁 2010/11/18

807 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/11/17

806 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 強盗強姦未遂罪 京都地裁 2010/11/17

805 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、逮捕監禁、県迷惑行為防止条例違反罪 横浜地裁川崎支部 2010/11/17

804 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪不成立 大阪地裁堺支部 2010/11/12

803 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 札幌地裁 2010/11/12

802 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役13年 強制わいせつ致傷などの罪 神戸地裁 2010/11/12

801 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 青森地裁八戸支部 2010/11/9

800 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 福岡地裁 2010/11/8

b03 上告棄却 罰金20万円 公然わいせつ罪 最高裁 2010/11/5

799 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 横浜簡裁 2010/11/4

798 懲役５年 求刑懲役10年 強姦などの罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2010/11/4

797 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2010/11/1

796 懲役３年（４） 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）などの罪 青森地裁 2010/10/29

795 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗致傷、準強制わいせつなどの罪 甲府地裁 2010/10/29

懲役２年 求刑懲役4年
拘留10日 拘留20日

793 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－7年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 横浜地裁 2010/10/29

792 上告棄却 懲役１年（３） 住居侵入、窃盗罪　（下着盗） 最高裁第1小法廷 2010/10/21

791 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 強盗強姦未遂罪 千葉地裁 2010/10/21

790 懲役３年（３） 求刑懲役3年 児童ポルノ処罰法違反などの罪 京都地裁 2010/10/21

789 上告棄却 懲役１年4月 準強制わいせつ罪 最高裁第1小法廷 2010/10/19

2010/10/29

815 一審破棄 罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 名古屋高裁 2010/11/24

794 裁判員 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁



788 裁判員 懲役２５年 求刑懲役27年 強姦致傷、強盗などの罪 宇都宮地裁 2010/10/19

787 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 盛岡簡裁 2010/10/18

786 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 千葉簡裁 2010/10/18

785 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、強姦未遂などの罪 水戸地裁 2010/10/18

784 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 高松簡裁 2010/10/15

783 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 前橋地裁 2010/10/12

782 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 熊本地裁 2010/10/8

781 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強盗強姦罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/10/8

780 略式命令 罰金100万円 児童買春禁止法違反の罪 川崎簡裁 2010/10/8

779 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/10/8

b02 略式命令 罰金50万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）の罪 浜松簡裁 2010/10/7

778 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 岐阜地裁 2010/10/6

777 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 大分地裁 2010/10/6

776 懲役１４年 求刑懲役20年 強姦未遂、強制わいせつ、住居侵入などの罪 新潟地裁 2010/10/4

775 略式命令 罰金80万円 児童買春禁止法違反の罪 金沢簡裁 2010/10/1

774 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/10/1

773 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 福岡高裁宮崎支部 2010/9/30

772 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/9/30

771 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 盛岡地裁 2010/9/28

770 懲役１１年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪　（別事件で懲役13年確定） 名古屋地裁 2010/9/27

769 控訴棄却 懲役８年 強制わいせつ致傷罪 東京高裁 2010/9/27

768 懲役8月（３） 求刑懲役8月 新潟県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 新潟地裁 2010/9/27

767 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/24

b01 略式命令 罰金20万円 長崎県迷惑行為等防止条例違反の罪（盗撮） 長崎簡裁 2010/9/17

766 裁判員 懲役１２年 求刑懲役20年 強姦致傷、強盗致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/17

765 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山口地裁 2010/9/15

764 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 2010/9/14

763 懲役７年 求刑懲役8年 強姦罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/9

762 略式命令 罰金30万円 石川県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 金沢簡裁 2010/9/8



761 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2010/9/8

760 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2010/9/8

759 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 殺人、強姦致死などの罪　【死者1人】 山形地裁 2010/9/8

758 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役9年 強盗致傷、強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/6

757 略式命令 罰金50万円 徳島県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 徳島簡裁 2010/9/3

756 略式命令 罰金30万円 公然わいせつ罪 熊本簡裁 2010/9/2

755 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 青森地裁 2010/9/2

754 懲役１６年 求刑懲役25年 強姦、強制わいせつ、強盗などの罪 横浜地裁 2010/9/2

753 略式命令 罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 東京簡裁 2010/9/2

752 略式命令 罰金50万円 わいせつ図画公然陳列罪 東京簡裁 2010/9/1

751 控訴棄却 懲役１２年 強姦致傷などの罪 仙台高裁 2010/8/31

750 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/8/30

749 懲役３年（５） 求刑懲役6年 準強制わいせつ、特別公務員暴行陵虐罪 神戸地裁 2010/8/30

748 控訴棄却 無期懲役 集団強姦致傷などの罪 広島高裁 2010/8/30

747 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、道交法違反（無免許運転）の罪 青森地裁 2010/8/27

746 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 秋田地裁 2010/8/27

745 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/8/26

744 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 八戸簡裁 2010/8/23

743 懲役１０年 求刑懲役13年 準強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2010/8/20

742 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 水戸地裁 2010/8/19

741 懲役６年 求刑懲役6年 強姦、強姦未遂などの罪 札幌地裁 2010/8/19

740 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 羽曳野簡裁 2010/8/6

739 略式命令 罰金30万円 静岡県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 沼津簡裁 2010/8/6

738 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、監禁罪 金沢地裁 2010/8/6

737 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2010/8/4

736 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 岡山地裁 2010/8/2

735 略式命令 罰金50万円 滋賀県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 大津簡裁 2010/7/30

734 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 強姦致傷、強盗などの罪 名古屋地裁 2010/7/30

733 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/28



732 懲役３年（５） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/7/28

731 控訴棄却 無期懲役 強制わいせつ致死、殺人などの罪　【死者1人】 広島高裁 2010/7/28

730 略式命令 罰金10万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 横浜簡裁 2010/7/23

729 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/7/23

728 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2010/7/23

727 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2010/7/23

726 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/7/22

725 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 強盗強姦未遂、監禁などの罪 甲府地裁 2010/7/16

724 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 佐賀地裁 2010/7/16

723 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 仙台地裁 2010/7/16

722 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、わいせつ略取などの罪 水戸地裁 2010/7/16

721 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/15

720 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強姦未遂罪 横浜地裁横須賀支部 2010/7/15

児童ポルノ処罰法違反（製造）
岩手県青少年環境浄化条例違反の罪

718 無罪 求刑懲役3年 準強姦罪不成立 横浜地裁 2010/7/15

717 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 福岡地裁 2010/7/7

716 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強姦罪　（強姦致傷罪不成立） 千葉地裁 2010/7/5

715 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦、詐欺などの罪 前橋地裁 2010/7/5

714 控訴棄却 懲役７年 強姦致傷罪 名古屋高裁 2010/7/5

713 懲役２年6月（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 富山地裁 2010/6/28

712 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役9年 強姦致傷罪 大津地裁 2010/6/25

711 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/25

710 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 広島地裁 2010/6/25

2被告 2被告
懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月
罰金100万円 罰金100万円

708 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/24

707 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2010/6/24

706 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/6/24

705 無罪 求刑罰金40万円 埼玉県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の罪不成立 さいたま地裁 2010/6/24

2010/7/15

709 児童福祉法違反、売春防止法違反（周旋）の罪 神戸地裁 2010/6/25

719 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 盛岡地裁



裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪

（合算） 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷罪

703 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 佐賀地裁 2010/6/23

702 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/23

701 上告棄却 懲役１５年 強盗強姦などの罪 最高裁第2小法廷 2010/6/22

700 控訴棄却 懲役４年 強制わいせつ、児童福祉法違反の罪 仙台高裁 2010/6/22

699 懲役３年 求刑懲役4年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 福島地裁 2010/6/21

698 裁判員 懲役８年4月 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/6/18

697 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/18

696 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 青森地裁 2010/6/17

695 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強盗強姦などの罪 津地裁 2010/6/17

694 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/17

693 懲役２年（４） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/6/17

692 略式命令 罰金50万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 千葉簡裁 2010/6/16

691 上告棄却 懲役１２年 強姦致傷などの罪 最高裁第1小法廷 2010/6/15

690 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 広島地裁 2010/6/15

689 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/6/15

688 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 強姦致傷、強盗罪 大津地裁 2010/6/14

687 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2010/6/11

686 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 津地裁 2010/6/10

685 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/6/9

684 略式命令 罰金30万円 公然わいせつなどの罪 東京簡裁 2010/6/9

683 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役9年 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

683 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 集団強姦致傷罪 大分地裁 2010/6/4

682 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷などの罪 松山地裁 2010/6/4

681 控訴棄却 懲役５年 強姦未遂、強制わいせつ未遂などの罪 仙台高裁 2010/6/4

680 控訴棄却 懲役９年10月 強姦致傷罪 仙台高裁 2010/6/4

679 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入罪 高松地裁 2010/6/2

678 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童ポルノ処罰法違反（製造）、脅迫罪 神戸地裁明石支部 2010/6/1

704 高知地裁 2010/6/23



677 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 松江地裁 2010/5/31

676 控訴棄却 懲役１５年 強盗強姦などの罪 名古屋高裁 2010/5/31

675 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 盛岡地裁 2010/5/28

674 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/5/26

673 一審破棄 懲役１２年 一審懲役13年 強盗強姦などの罪 東京高裁 2010/5/26

672 無罪 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪不成立 静岡地裁浜松支部 2010/5/24

671 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 奈良地裁 2010/5/21

670 懲役４年6月 求刑懲役7年 準強姦罪 千葉地裁 2010/5/21

669 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2010/5/20

668 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 東京地裁 2010/5/20

667 裁判員 懲役８年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷などの罪 さいたま地裁 2010/5/19

666 控訴棄却 懲役8月 いしかわ子ども総合条例違反（淫行）の罪 名古屋高裁金沢支部 2010/5/18

665 懲役１年6月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 旭川地裁 2010/5/17

664 控訴棄却 懲役３年 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋高裁 2010/5/17

663 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2010/5/14

662 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/5/14

661 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/5/14

660 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 那覇地裁 2010/5/14

659 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/5/13

658 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/4/30

658 裁判員 懲役１６年 求刑懲役23年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/4/30

657 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2010/4/30

懲役２年6月（５）
罰金50万円

655 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2010/4/28

654 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2010/4/23

653 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2010/4/23

懲役９年
罰金40万円
追徴金12,000円

651 無罪 求刑罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢）不成立 福岡簡裁 2010/4/22

652 控訴棄却 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 福岡高裁宮崎支部 2010/4/22

656 売春防止法違反罪 奈良地裁 2010/4/28



650 裁判員 懲役３年（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2010/4/22

649 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 東京地裁 2010/4/22

648 略式命令 罰金50万円 富山県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 金沢簡裁 2010/4/21

647 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2010/3/29

*05 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2010/3/19

646 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

645 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、窃盗などの罪 名古屋地裁 2010/3/19

644 略式命令 罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 名古屋簡裁 2010/3/19

*04 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2010/3/18

*03 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 強盗致傷、強盗強姦未遂などの罪 千葉地裁 2010/3/18

643 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷罪 松山地裁 2010/3/18

642 裁判員 懲役２年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2010/3/18

641 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強盗強姦罪 東京地裁 2010/3/18

640 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 集団強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/3/18

639 控訴棄却 懲役３０年 強姦、強姦未遂などの罪 広島高裁 2010/3/18

638 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 強姦致傷罪 福岡地裁 2010/3/17

637 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/3/17

636 略式命令 罰金30万円 北海道迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 札幌簡裁 2010/3/17

635 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 徳島地裁 2010/3/15

634 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷、建造物侵入罪 福島地裁郡山支部 2010/3/12

633 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2010/3/12

632 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 奈良地裁 2010/3/10

631 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦罪 横浜地裁川崎支部 2010/3/10

630 控訴棄却 懲役１５年 強盗強姦などの罪 仙台高裁 2010/3/10

629 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/3/5

628 差戻審 懲役１２年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2010/3/5

627 控訴棄却 懲役１５年 強制わいせつなどの罪 名古屋高裁 2010/3/4

626 控訴棄却 懲役２５年 強姦致傷などの罪 名古屋高裁 2010/3/4

625 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪不成立 千葉地裁松戸支部 2010/3/4



624 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 水戸地裁 2010/3/4

623 懲役２年6月（３） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 水戸地裁土浦支部 2010/3/4

622 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/3/2

621 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京地裁 2010/3/2

620 上告棄却 懲役１年8月 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 最高裁第1小法廷 2010/3/1

619 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2010/2/26

618 懲役２年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁延岡支部 2010/2/26

617 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、逮捕監禁などの罪 名古屋地裁 2010/2/26

616 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、住居侵入罪 東京地裁立川支部 2010/2/24

615 懲役２年6月 求刑懲役5年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 福岡地裁 2010/2/22

614 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 さいたま地裁 2010/2/19

613 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 長野地裁松本支部 2010/2/18

612 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2010/2/18

611 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強姦未遂などの罪 徳島地裁 2010/2/18

610 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦などの罪 大分地裁 2010/2/17

609 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2010/2/10

608 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 さいたま地裁 2010/2/10

607 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 盛岡地裁 2010/2/10

606 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/2/5

605 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 神戸地裁姫路支部 2010/2/5

604 懲役１８年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2010/2/5

603 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつ罪【死者1人】 静岡地裁沼津支部 2010/2/4

602 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷、強要などの罪 静岡地裁 2010/1/29

601 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2010/1/28

600 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/27

599 一審破棄 懲役２年6月（４） 一審懲役2年4月 強制わいせつなどの罪 広島高裁 2010/1/26

598 懲役４年6月 求刑懲役6年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2010/1/26

597 懲役１５年 求刑懲役18年 強盗強姦などの罪 岐阜地裁 2010/1/26

596 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 強姦致傷などの罪 前橋地裁 2010/1/25



*02 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/1/22

595 裁判員 懲役３年（５） 強制わいせつ致傷などの罪　（心神耗弱） 大阪地裁 2010/1/22

594 懲役２年6月（４） 児童買春禁止法違反の罪 横浜地裁川崎支部 2010/1/22

593 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつの罪 神戸地裁 2010/1/21

592 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 高知地裁 2010/1/21

591 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2010/1/21

590 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 強盗強姦などの罪 静岡地裁沼津支部 2010/1/21

589 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/1/21

588 罰金20万円 公然わいせつ罪 岡山地裁倉敷支部 2010/1/19

587 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪不成立 名古屋地裁 2010/1/18

*01 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 神戸地裁 2010/1/15

586 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 那覇地裁 2010/1/15

585 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 福岡地裁 2010/1/12

584 懲役8月 求刑懲役1年2月 いしかわ子ども総合条例違反の罪（わいせつ行為） 金沢地裁 2010/1/12


