
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1682 裁判員 懲役３年（５） 　求刑懲役6年 強姦致傷、建造物侵入罪 佐賀地裁 2017/12/6

1681 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 那覇地裁 2017/12/1

1676 裁判員 懲役１１年 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2017/10/18

1657 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福井地裁 2017/7/7

1654 裁判員 懲役８年 強姦致傷罪 東京地裁 2017/6/29

1653 控訴棄却 無期懲役 （求刑死刑） 殺人、強姦致死、わいせつ目的誘拐、死体遺棄罪【死者1人】 福岡高裁 2017/6/8

1631 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつ、住居侵入罪 千葉地裁 2017/2/14

1621 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2016/12/12

1617 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 強姦致傷、強盗などの罪 京都地裁 2016/12/8

1613 控訴棄却 無期懲役 強姦致死などの罪【死者1人】 東京高裁 2016/11/11

1612 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入罪 水戸地裁 2016/11/10

1607 裁判員 無期懲役 求刑死刑 殺人、強姦致死、わいせつ目的誘拐、死体遺棄罪【死者1人】 福岡地裁小倉支部 2016/10/3

1586 一審破棄 懲役１９年 一審懲役20年 準強姦致傷、準強制わいせつなど罪 東京高裁 2016/7/5

1577 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、わいせつ目的誘拐罪 さいたま地裁 2016/6/10

1575 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 強姦致傷、建造物損壊、住居侵入罪 水戸地裁 2016/5/27

1574 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 強姦致傷、強盗、逮捕監禁罪 水戸地裁 2016/5/23

1563 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強盗などの罪 さいたま地裁 2016/3/24

1562 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦致傷罪 京都地裁 2016/3/24

1560 裁判員 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁堺支部 2016/3/22

1555 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷、住居侵入罪 新潟地裁 2016/3/11

1543 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

1543 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

1536 裁判員 懲役５年 強姦致傷罪 水戸地裁 2015/12/21

1534 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 準強姦致傷などの罪 東京地裁 2015/12/10

1533 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死などの罪【死者1人】 新潟地裁 2015/12/10

1520 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

1520 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

判決

まさかりの部屋　性犯罪・判例　強姦致死傷罪の場合　（2005/9/7～2017/12/6）



1520 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

1515 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/10/2

1503 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/14

1500 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 強姦致傷、傷害、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2015/6/25

1499 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 殺人未遂、強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2015/6/18

1492 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 強姦致傷、わいせつ略取未遂などの罪 千葉地裁 2015/4/27

1481 一審破棄 無罪 一審懲役3年6月 強姦致傷罪　（被害者証言信用できない） 東京高裁 2015/3/6

1480 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 和歌山地裁 2015/3/4

1477 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/2/13

1449 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 強姦致傷、強姦などの罪 横浜地裁 2014/11/14

1441 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷、監禁、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2014/10/10

1436 上告棄却 懲役１５年 強姦致傷、住居侵入罪 最高裁第2小法廷 2014/9/26

1429 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 京都地裁 2014/8/29

1428 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 神戸地裁 2014/8/29

*39 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁罪 千葉地裁 2014/7/29

1411 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2014/6/23

*37 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/13

*36 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷、強姦未遂罪 千葉地裁 2014/5/23

1395 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2014/3/20

*33 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/3/13

無期懲役 殺人、強姦致死、住居侵入罪【死者1人】

懲役１２年 傷害致死罪【死者1人】　（無期懲役を優先）

*32 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2014/3/6

控訴棄却 無期懲役 殺人、強姦致死、住居侵入罪【死者1人】

一審懲役20年

（求刑懲役15年）

1355 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強姦致傷、窃盗などの罪 神戸地裁 2013/8/30

1351 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 強姦致傷、強姦などの罪 釧路地裁 2013/8/9

1345 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 集団強姦致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/7/12

1392 上告棄却 最高裁第2小法廷 2014/3/10

傷害致死罪【死者1人】　（無期懲役を優先）
1357 名古屋高裁 2013/9/30

一審破棄 懲役１２年



1344 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷、強制わいせつ罪 京都地裁 2013/7/9

*27 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2013/7/5

*26 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/7/5

*25 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2013/7/5

1333 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2013/6/18

1315 控訴棄却 無期懲役 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 札幌高裁 2013/5/28

*23 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 強姦致傷、強姦、強姦未遂、強制わいせつ罪 千葉地裁 2013/4/26

1307 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷、住居侵入などの罪 青森地裁 2013/4/25

1304 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦致傷、住居侵入などの罪 奈良地裁 2013/4/22

1300 上告棄却 無期懲役 殺人、強姦致死罪【死者1人】 最高裁第2小法廷 2013/4/9

1298 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2013/3/28

1296 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入などの罪 宇都宮地裁 2013/3/27

1292 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 強姦致傷、住居侵入などの罪 青森地裁 2013/3/26

1290 裁判員 懲役１５年 求刑懲役12年 強姦致傷、住居侵入罪 山形地裁 2013/3/19

1284 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2013/3/14

1281 裁判員 懲役１３年 求刑懲役22年 強姦致傷、住居侵入、窃盗などの罪 横浜地裁小田原支部 2013/3/7

無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強姦致死、住居侵入罪【死者1人】

懲役２０年 傷害致死罪【死者1人】　（無期懲役を優先）

無罪 死体遺棄罪

1276 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 集団強姦致傷罪 那覇地裁 2013/3/1

1276 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 集団強姦致傷、強盗罪 那覇地裁 2013/3/1

*22 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/2/28

控訴棄却 懲役９年6月 強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役１１年 強姦致傷などの罪

1264 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 さいたま地裁 2013/2/15

1257 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 強姦致傷、強制わいせつ致傷、強盗などの罪 千葉地裁 2013/1/24

1256 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 強姦致傷、わいせつ目的誘拐などの罪 仙台地裁 2013/1/24

1255 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 強姦致傷罪 東京地裁立川支部 2013/1/22

1252 控訴棄却 懲役１１年 強姦致傷、監禁などの罪 高松高裁 2013/1/10

1280 裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年

1273 広島高裁岡山支部 2013/2/27



*21 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦致傷、住居侵入罪 千葉地裁 2012/12/21

1246 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦致傷、監禁、強盗罪 水戸地裁 2012/12/21

1244 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 札幌地裁 2012/12/14

1243 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2012/12/14

1236 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/11/30

1234 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 青森地裁 2012/11/29

1232 控訴棄却 懲役１６年 集団強姦致傷、わいせつ略取などの罪 仙台高裁 2012/11/27

1231 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 徳島地裁 2012/11/22

1226 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 甲府地裁 2012/11/15

1223 控訴棄却 無期懲役 殺人、強姦致死罪【死者1人】 東京高裁 2012/11/15

1218 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2012/11/12

1217 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦致傷、強盗致傷などの罪 横浜地裁 2012/11/9

1216 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 広島地裁 2012/11/2

1215 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦致傷、監禁致傷罪 横浜地裁 2012/11/1

1209 裁判員 懲役１０年6月 求刑懲役15年 強姦致傷、強姦などの罪 高松地裁 2012/10/25

1206 裁判員 懲役２年（５） 求刑懲役7年 傷害罪　（強姦致傷罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2012/10/22

1195 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦致傷、強盗などの罪 宮崎地裁 2012/9/28

裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役１１年 求刑懲役16年 強姦致傷などの罪

1188 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強姦致傷罪 新潟地裁 2012/9/21

1175 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2012/8/28

1167 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2012/8/2

1162 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強姦致死罪【死者1人】 横浜地裁 2012/7/20

1161 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 徳島地裁 2012/7/20

1153 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 山形地裁 2012/7/12

1151 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 大津地裁 2012/7/6

1147 裁判員 懲役８年 求刑懲役11年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 宇都宮地裁 2012/7/3

1145 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 宮崎地裁 2012/6/28

控訴棄却 懲役２６年 強姦致傷、強盗罪
（合算） 懲役２４年 強姦致傷、強盗、窃盗罪

1194 岡山地裁 2012/9/28

1144 東京高裁 2012/6/27



1142 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 山形地裁 2012/6/21

1137 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦致傷、強姦罪 さいたま地裁 2012/6/14

1136 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 集団強姦致傷などの罪 甲府地裁 2012/6/14

*19 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷、脅迫罪 千葉地裁 2012/6/13

1132 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 長崎地裁 2012/6/8

1130 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 強姦致傷罪 宇都宮地裁 2012/6/1

1120 裁判員 懲役２０年 求刑懲役19年 強姦致傷、強盗などの罪 東京地裁立川支部 2012/5/18

1117 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷などの罪 宮崎地裁 2012/5/14

1109 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 集団強姦致傷などの罪 甲府地裁 2012/4/19

1097 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 京都地裁 2012/3/26

1093 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 岡山地裁 2012/3/23

1089 裁判員 懲役２２年 求刑懲役24年 強姦致傷などの罪　（別件で懲役6年控訴中） 静岡地裁沼津支部 2012/3/15

1088 控訴棄却 懲役１０年 強姦致傷などの罪 福岡高裁 2012/3/14

1086 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年6月 強姦致傷罪 山形地裁 2012/3/14

1084 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入、窃盗などの罪 大津地裁 2012/3/9

1081 裁判員 懲役２０年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 高松地裁 2012/3/8

1077 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 松江地裁 2012/3/1

1076 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/3/1

1066 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/2/23

1063 上告棄却 死刑 殺人、強姦致死などの罪【死者2人】 最高裁第1小法廷 2012/2/20

1060 裁判員 懲役６年 強姦致傷、傷害、暴力行為法違反罪 和歌山地裁 2012/2/13

1058 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦致傷罪 福島地裁 2012/2/10

1057 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2012/2/10

*17 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 千葉地裁 2012/2/3

1047 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 京都地裁 2012/1/27

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

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

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

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

1013 静岡地裁沼津支部 2011/12/5



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

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

*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

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

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

*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

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

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2被告 2被告
懲役２４年 求刑懲役30年

1009 神戸地裁 2011/11/29

878 裁判員 集団強姦致傷などの罪 千葉地裁 2011/2/21



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

懲役７年

懲役４年

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

824 控訴棄却 強姦致傷罪 高松高裁 2010/12/2



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

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

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

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

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

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

714 控訴棄却 懲役７年 強姦致傷罪 名古屋高裁 2010/7/5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

704 高知地裁 2010/6/23



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

懲役９年

罰金40万円

追徴金12,000円

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

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

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

589 懲役７年 求刑懲役8年 強姦致傷罪 名古屋地裁 2010/1/21

*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

582 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦致傷、逮捕監禁などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2009/12/18

581 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強姦致傷罪 神戸地裁 2009/12/18

579 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2009/12/17

577 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 集団強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2009/12/11

573 懲役１６年 求刑懲役20年 強姦致傷、強姦などの罪 松山地裁 2009/12/8

2010/4/22652 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



572 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 熊本地裁 2009/12/4

570 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5-10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 2009/12/4

3被告 3被告

懲役３年（５） 求刑懲役6年

569 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

568 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 札幌地裁 2009/11/27

566 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 高知地裁 2009/11/26

563 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 準強姦致傷罪 東京地裁 2009/11/20

561 裁判員 懲役９年10月 求刑懲役10年 強姦致傷罪 仙台地裁 2009/11/20

558 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 大津地裁 2009/11/13

557 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 大阪地裁 2009/11/5

554 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入罪 広島地裁 2009/10/26

547 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2009/10/14

546 無罪 求刑懲役6年 準強姦致傷罪 大阪地裁 2009/10/14

533 懲役１２年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 京都地裁舞鶴支部 2009/9/8

2被告 2被告

懲役６年6月 求刑懲役7年

513 上告棄却 懲役１８年 強姦致傷、強姦罪 最高裁第1小法廷 2009/6/2

懲役９年 求刑懲役12年 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、

罰金40万円 罰金40万円 監禁などの罪

追徴金12,000円 追徴金12,000円

478 控訴棄却 懲役１８年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2009/2/18

474 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 水戸地裁土浦支部 2009/2/6

懲役１８年 求刑懲役20年

懲役１２年 求刑懲役15年

459 一審破棄 無期懲役 一審無期懲役 準強姦致死などの罪【死者1人】 東京高裁 2008/12/16

456 懲役４年6月 求刑懲役6年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

456 懲役６年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

453 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷、逮捕監禁罪 甲府地裁 2008/12/4

裁判員 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

526 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁罪 福井地裁 2009/7/16

498 宮崎地裁 2009/4/16

472 合算 強姦致傷、窃盗などの罪 横浜地裁川崎支部 2009/2/4

569



433 懲役１５年 求刑懲役15年 強姦致傷、わいせつ目的誘拐の罪 奈良地裁 2008/10/9

432 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 宮崎地裁 2008/10/9

431 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつの罪 千葉地裁 2008/10/9

423 懲役１８年 求刑懲役23年 強姦致傷、強姦罪 横浜地裁 2008/9/22

414 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2008/9/4

412 無期懲役 求刑死刑 強姦致傷、殺人、殺人未遂などの罪【死者1人】 さいたま地裁 2008/9/4

404 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死、殺人、死体遺棄などの罪【死者1人】 熊本地裁 2008/8/11

397 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 東京地裁八王子支部 2008/7/17

395 懲役９年 求刑懲役12年 準強姦致傷などの罪 奈良地裁 2008/7/15

392 控訴棄却 懲役１８年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2008/7/10

376 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦致傷、強盗、強制わいせつなどの罪 高松地裁 2008/5/30

367 懲役３年－５年 求刑懲役5-6年 強姦致傷罪 盛岡地裁 2008/4/30

364 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 静岡地裁浜松支部 2008/4/22

362 一審破棄 死刑 一審無期懲役 強姦致死、殺人などの罪【死者2人】 広島高裁 2008/4/22

360 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 大阪地裁 2008/4/16

348 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦致傷罪 東京地裁 2008/3/25

345 無罪 求刑懲役10年 強姦致傷罪 山口地裁 2008/3/19

330 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2008/2/1

325 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2008/1/21

320 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦致傷、銃刀法違反などの罪 徳島地裁 2008/1/10

311 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2007/12/19

302 上告棄却 懲役３０年 強姦致傷、強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2007/11/15

300 懲役２５年 求刑懲役30年 強姦致傷、強姦などの罪 富山地裁高岡支部 2007/11/14

290 控訴棄却 懲役５年－１０年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2007/10/11

289 懲役１１年 求刑懲役13年 集団強姦致傷、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2007/10/9

289 懲役１６年 求刑懲役18年 集団強姦致傷、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2007/10/9

286 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 松山地裁 2007/9/27

284 一審破棄 無罪 一審懲役5年 強姦致傷、強姦罪 高松高裁 2007/9/14

282 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死、殺人罪【死者1人】 東京地裁 2007/6/28



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 名古屋地裁 2006/3/24

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

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

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

249 集団強姦致傷などの罪 福岡地裁 2007/1/30



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

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

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

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

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

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


