
No. 判決 求刑 罪名 裁判所 日付

1658 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 強盗強姦罪 岡山地裁 2017/7/14

1650 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 強盗強姦、窃盗罪 大津地裁 2017/5/26

1649 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗殺人、強盗強姦未遂罪【死者1人】 東京地裁 2017/5/23

1561 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 強盗強姦、窃盗などの罪 千葉地裁 2016/3/22

1548 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2016/2/15

1542 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強姦などの罪 東京地裁立川支部 2016/1/22

1484 上告棄却 無期懲役 強盗殺人、 強盗強姦などの罪【死者1人】 最高裁第1小法廷 2015/3/17

1478 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 強盗強姦未遂罪 さいたま地裁 2015/2/18

1475 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦などの罪 さいたま地裁 2015/2/10

1473 上告棄却 無期懲役 （求刑死刑） 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪【死者1人】 最高裁第2小法廷 2015/2/3

1461 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 強盗強姦、加重逃走などの罪 佐賀地裁 2014/12/10

1460 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 札幌地裁 2014/12/9

1455 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2014/11/27

1432 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 強盗強姦、強姦未遂､強制わいせつなどの罪 横浜地裁小田原支部 2014/9/17

上告棄却 懲役２２年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

1405 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強姦致傷などの罪 大阪地裁 2014/5/26

控訴棄却 懲役２２年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

1386 上告棄却 懲役１５年 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 最高裁第3小法廷 2014/2/12

1381 控訴棄却 無期懲役 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 東京高裁 2014/1/24

1373 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2013/12/18

1367 裁判員 懲役１年9月 求刑懲役8年 強盗強姦未遂などの罪　（前回裁判前捜査不尽） 札幌地裁 2013/11/7

1363 一審破棄 無期懲役 一審死刑 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪【死者1人】 東京高裁 2013/10/8

*28 裁判員 懲役２４年 求刑懲役28年 強盗強姦、強盗、住居侵入罪 千葉地裁 2013/9/24

1346 控訴棄却 懲役１５年 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 東京高裁 2013/7/18

1337 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 強盗強姦、集団強姦未遂などの罪 神戸地裁 2013/6/21

1426 最高裁第1小法廷 2014/8/21

1389 大阪高裁 2014/2/27
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1336 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦、強制わいせつなどの罪 長野地裁 2013/6/21

裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

1316 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 強盗強姦、強盗致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/5/28

1316 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 強盗強姦、強盗致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/5/28

1312 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 強盗強姦、強姦致傷罪 高松地裁 2013/5/20

1311 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強盗強姦などの罪 高知地裁 2013/5/17

1299 控訴取下 死刑 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 広島高裁岡山支部 2013/3/28

1289 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 千葉地裁 2013/3/15

裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪

（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 強盗致傷などの罪

裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強盗強姦、住居侵入などの罪

（合算） 懲役７年 求刑懲役8年 強盗強姦などの罪

1278 上告棄却 無期懲役 強盗強姦、強姦未遂罪などの罪 最高裁第1小法廷 2013/3/1

1275 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 強盗強姦、強盗致傷などの罪 神戸地裁 2013/2/28

1269 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦、監禁などの罪 横浜地裁小田原支部 2013/2/22

1263 裁判員 死刑 求刑死刑 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 岡山地裁 2013/2/14

1260 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2013/1/28

1237 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/11/30

1230 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 強盗殺人、強盗強姦などの罪【死者1人】 千葉地裁 2012/11/21

1228 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、強盗致傷などの罪 奈良地裁 2012/11/16

1208 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/25

1201 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/16

1198 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 強盗強姦、住居侵入などの罪 京都地裁 2012/10/10

1197 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦、強盗致傷などの罪 熊本地裁 2012/10/1

1189 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 横浜地裁 2012/9/21

1170 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強姦未遂などの罪 大阪地裁 2012/8/10

1134 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 岐阜地裁 2012/6/12

1131 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、強盗致傷などの罪 奈良地裁 2012/6/7

1335 大阪地裁 2013/6/21

1287 和歌山地裁 2013/3/14

1285 名古屋地裁 2013/3/14



*18 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、住居侵入罪 千葉地裁 2012/5/31

1098 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強盗強姦未遂、強姦などの罪 札幌地裁 2012/3/26

1096 上告棄却 懲役２８年 強盗強姦などの罪 最高裁第2小法廷 2012/3/23

1068 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/2/23

1054 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2012/2/7

1053 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 釧路地裁 2012/2/2

1049 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/1/27

1041 上告棄却 死刑 強盗殺人、強盗強姦未遂などの罪【死者2人】 最高裁第1小法廷 2012/1/16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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

*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

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

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

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

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

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

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

奈良地裁 2011/7/7945



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

*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

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

537 懲役１１年 求刑懲役14年 強盗強姦などの罪 佐賀地裁 2009/9/10

532 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 青森地裁 2009/9/4

531 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2009/8/24

524 懲役２０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 東京地裁 2009/7/7

519 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、監禁などの罪 松江地裁 2009/6/25

514 懲役２７年 求刑懲役28年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

514 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

506 懲役７年 求刑懲役9年 強盗強姦などの罪 鳥取地裁 2009/5/21

491 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強姦致傷、強姦未遂などの罪 高知地裁 2009/3/25

488 無期懲役 求刑死刑 強盗強姦未遂、強盗殺人などの罪【死者1人】　（自首認定） 名古屋地裁 2009/3/18

483 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2009/3/5



471 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2009/1/30

470 控訴棄却 懲役３０年 強盗強姦などの罪 札幌高裁 2009/1/29

455 懲役２５年 求刑懲役27年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2008/12/12

448 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗殺人などの罪【死者1人】 さいたま地裁 2008/11/12

427 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 津地裁 2008/10/3

422 懲役１２年 求刑懲役13年 強盗強姦などの罪 青森地裁 2008/9/19

393 懲役３０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2008/7/11

385 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 名古屋地裁 2008/6/24

373 懲役５年 求刑懲役8年 強盗強姦、住居侵入などの罪 鹿児島地裁 2008/5/28

368 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、監禁罪 福岡地裁小倉支部 2008/5/14

363 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2008/4/22

357 懲役１４年 求刑懲役18年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 水戸地裁 2008/4/10

343 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2008/3/13

338 控訴棄却 懲役１２年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪高裁 2008/2/28

337 懲役１６年 求刑懲役18年 強盗強姦、強盗などの罪 長野地裁松本支部 2008/2/19

333 控訴棄却 死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪【死者3人】 福岡高裁 2008/2/7

307 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2007/12/10

285 懲役１０年 求刑懲役10年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪地裁 2007/9/26

285 懲役１２年 求刑懲役10年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪地裁 2007/9/26

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3被告

懲役２０年

2被告 2被告

無期懲役 求刑無期懲役

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

76 懲役１２年 求刑懲役16年 強盗強姦罪 大阪地裁 2006/1/19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87 強盗強姦、強盗殺人などの罪【死者1人】 長野地裁 2006/2/15

92 控訴棄却 強盗強姦など罪 札幌高裁 2006/2/25


