
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1684 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 横浜地裁 2017/12/26

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

1667 懲役１５年 求刑懲役15年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 仙台地裁 2017/9/7

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

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

1630 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 福井地裁 2017/2/10

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

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

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

1568 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 名古屋地裁 2016/4/25

1565 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2016/3/29

1564 懲役１１年 求刑懲役15年 強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2016/3/28

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

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

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

1553 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 殺人未遂、強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2016/3/4

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

1547 懲役１０年 求刑懲役12年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2016/2/10

1541 懲役１７年 求刑懲役18年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 千葉地裁松戸支部 2016/1/13

1531 懲役１６年 求刑懲役18年 わいせつ目的略取などの罪 高松地裁 2015/12/8

1530 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/12/7

1528 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 佐賀地裁 2015/12/7

懲役１１年 求刑懲役13年

ビデオ原本没収 ビデオ原本没収

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

まさかりの部屋　性犯罪・判例　懲役10年以上20年未満の判決例　（2005/9/7～2017/12/26）

判決

1527 強姦などの罪 宮崎地裁 2015/12/1



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

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

1485 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強盗致傷、強姦ほう助などの罪 横浜地裁 2015/3/20

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

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

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

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

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

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

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

1414 裁判員 懲役１８年 求刑懲役20年 殺人、わいせつ目的略取、監禁などの罪【死者1人】 名古屋地裁 2014/7/15

1412 懲役１３年 求刑懲役15年 準強姦、準強姦未遂罪 横浜地裁横須賀支部 2014/6/26

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

1408 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪 水戸地裁 2014/6/16

*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

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

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

1371 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2013/11/29

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

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

*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

*24 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷、強姦、窃盗などの罪 千葉地裁 2013/6/27

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



*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

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

1301 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、住居侵入罪 横浜地裁 2013/4/17

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

1294 懲役１７年 求刑懲役18年 わいせつ誘拐などの罪 静岡地裁沼津支部 2013/3/26

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

1291 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦、強盗罪 福岡地裁久留米支部 2013/3/19

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

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

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

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

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

1249 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつ、偽造公記号使用などの罪 大阪地裁 2012/12/26

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

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

1233 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 強盗致傷、強制わいせつ致傷などの罪 大津地裁 2012/11/28

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

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

1221 差戻審 懲役１４年 求刑懲役18年 準強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2012/11/14

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

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

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

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

1148 控訴棄却 懲役１０年 準強姦などの罪 広島高裁岡山支部 2012/7/4

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

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

1113 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦などの罪 大阪地裁 2012/5/2

裁判員 懲役９年 求刑懲役9年

（合算） 懲役９年 求刑懲役9年

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

1108 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2012/4/19

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

1080 懲役１０年 求刑懲役15年 準強姦、準強制わいせつ罪 岡山地裁 2012/3/7

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

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

1050 上告棄却 懲役１８年 強姦、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 最高裁第3小法廷 2012/1/30

1044 懲役１３年 求刑懲役18年 準強姦などの罪 富山地裁 2012/1/19

一審無罪
（求刑懲役13年）

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

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

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

*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

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

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

1009 神戸地裁 2011/11/29

1112 強制わいせつ致傷、わいせつ略取誘拐などの罪 岡山地裁 2012/4/27

1027 一審破棄 懲役１０年 強姦罪 大阪高裁 2011/12/16



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

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

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

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

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

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

懲役７年

懲役４年

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

945 奈良地裁 2011/7/7

824 控訴棄却 強姦致傷罪 高松高裁 2010/12/2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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

704 高知地裁 2010/6/23



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

550 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2009/10/19

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

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

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

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

487 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、住居侵入などの罪 水戸地裁土浦支部 2009/3/13

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



461 一審破棄 懲役１１年 一審懲役12年 集団強姦、わいせつ目的略取、監禁などの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/12/18

443 懲役１９年 求刑懲役25年 強姦、窃盗などの罪 神戸地裁 2008/11/5

440 懲役１２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 京都地裁 2008/10/30

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

430 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2008/10/9

425 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、住居侵入罪 東京地裁八王子支部 2008/9/29

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

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

421 懲役１５年 求刑懲役18年 準強姦などの罪 京都地裁 2008/9/18

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

400 控訴棄却 懲役１８年 強制わいせつなどの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/7/31

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

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

374 控訴棄却 懲役１８年 強姦などの罪 大阪高裁 2008/5/29

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

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

342 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2008/3/11

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

335 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、強盗などの罪 宮崎地裁 2008/2/18

323 懲役１８年 求刑懲役25年 強姦などの罪 大津地裁 2008/1/17

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

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１４年 求刑懲役15年 強制わいせつなどの罪 神戸地裁姫路支部 2007/10/9

288 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

288 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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

133 懲役１５年 － 強姦などの罪 東京地裁 2006/5/23



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

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

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

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

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

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

76 懲役１２年 求刑懲役16年 強盗強姦罪 大阪地裁 2006/1/19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合算
74 強姦などの罪 奈良地裁 2006/1/13


