
川田修右に関する調査報告
違法行為・ハラスメント行為を繰り返す被疑者に関する基礎調査
および交友関係の調査に関する結果報告
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1.本資料のねらい

違法行為・ハラスメント行為に関する情報の共有
被疑者に関する調査の基礎調査結果の共有
行為および被疑者に関する調査のマイルストーン
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2.基礎情報
氏名
川田修右(かわだしゅう)
性別
男性
生年月日

1997年8月20日
所属
学習院大学国際社会科学部

国際社会科学科

自宅
◦住所
神奈川県横浜市港北区
樽町 - - - 6.

◦ TEL
045- -6        .
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3.経歴(学歴・職歴)
学歴
◦ 2010年04月横浜市立樽町中学校
◦ 2013年04月横浜市立桜丘高等学校
◦ 2016年04月学習院大学国際社会科学部国際社会科学科
◦ 2017年08月カリフォルニア州立大学サンマルコス校(短期留学)
職歴
◦ AMERICAN HOUSE BAR＆GRILL コレットマーレ店

(神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレみなとみらい7F)
※現在は同店に勤務していない模様
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https://www.instagram.com/shkaw820/
https://www.instagram.com/web/friendships/3080181330/follow
https://www.instagram.com/shukawkaw/
https://www.instagram.com/web/friendships/5505407010/follow
https://twitter.com/ctxyct
https://twitter.com/intent/user?user_id=2219375521
https://www.facebook.com/100003088343810
https://www.linkedin.com/in/%E4%BF%AE%E5%8F%B3-%E5%B7%9D%E7%94%B0-3360b0150/
https://plus.google.com/105259093525142152078
https://www.youtube.com/channel/UCqSrXvWekDGlL3Ws5ELeLFw
mailto:16051069@gakushuin.ac.jp


5.過去の違法行為・ハラスメント行為など
刑法犯
◦名誉毀損・侮辱

2017年1月-3月に「Twitter」における誹謗中傷を投稿。
(ダイレクトメッセージ機能により個人情報を共有・拡散)

特別法犯
◦飲酒運転

2016年に神奈川県横浜市内にて自転車の飲酒運転。
◦未成年飲酒

2016年から2017年に掛けて常習的に犯行に及ぶ。
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6.対応状況
情報収集状況
◦被疑者に関する個人情報を把握済み。
◦交友関係の洗い出しやSNSポストの解析を継続中。
関係機関連携状況
◦警視庁生活安全部および所轄警察署への被害報告を実施済み。
◦弁護士と協議を開始。「プライバシーの侵害」「名誉毀損」としての
判断。
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7.今後の対応方針
情報収集の徹底
◦交友関係の洗い出しやSNSポストの解析により、犯行グループの深層
情報を獲得。

「呼びかけ」の継続
◦ TwitterやLINEを活用した「呼びかけ」を継続し、被疑者による引責
と原状回復を要求。

法的措置の検討
◦警視庁への告訴状提出や民事訴訟も視野に、警察や弁護士事務所との
連携を継続。

◦必要に応じて神奈川県警察本部および所轄警察署などへの報告を実施。
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Appendix
参考資料
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I.自宅の特定フロー
i.中学校の特定

Instagramアカウント[@shuww820]に投稿され
た右の投稿キャプションに「樽町中学校」の記
載が確認できる。
本記載より、被疑者は横浜市立樽町中学校出身
であると特定した。
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I.自宅の特定フロー
ii.自宅の絞込
前頁のフローにより、被疑者は横浜市立樽町中
学校の出身だと判明した。
そこで自宅の所在地は樽町中学校の学区内であ
ると判断し、学区内に所在する「川田」姓の
マッピングを実施した。
樽町中学校の学区内に所在する「川田」姓の8件
からの絞込を行うことにした。
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I.自宅の特定フロー
iii.Instagram投稿の撮影場所特定

Instagramアカウント[@shuww820]に投稿され
た右の画像を解析したところ、神奈川県横浜市
港北区樽町3丁目の神奈川県道140号線沿線であ
ると判明した。
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I.自宅の特定フロー
iv.マッピングとInstagram投稿解析の結果照合
「川田」姓のマッピングとInstagram投稿の解
析について結果を照合したところ、Instagram
に投稿された画像が撮影された交差点に面して、
「川田」姓が所在することが判明した。
したがって、この「川田」姓が被疑者の自宅で
あると判断した。
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II.交友関係の解析
i.2016年04月19日の投稿
島村朋也
◦ 神奈川県横須賀市在住
◦ 神奈川県立追浜高等学校卒業
◦ Instagram: siiimaaa34(1312922201)
◦ Twitter: Asno1Tmy(1399676952)
◦ Facebook: 100011553666540
◦ メールアドレス: 

________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/siiimaaa34/
https://www.instagram.com/web/friendships/1312922201/follow
https://twitter.com/asno1tmy
https://twitter.com/intent/user?user_id=1399676952
https://www.facebook.com/100011553666540
mailto:16051126@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
ii.2016年04月19日の投稿
右:島村朋也(既出)
中:被疑者本人
左:岡本和也
◦ 埼玉県川口市在住
◦ 埼玉県立川口北高等学校卒業
◦ Instagram: ak_kazu_jp(1307916108)
◦ Instagram: chocotto_gram(3007134156)
◦ Twitter: kazu_choco14 (3357705192)
◦ Facebook: 100007370468521
◦ メールアドレス: 

________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/ak_kazu_jp/
https://www.instagram.com/web/friendships/1307916108/follow
https://www.instagram.com/chocotto_gram/
https://www.instagram.com/web/friendships/3007134156/follow
https://twitter.com/kazu_choco14
https://twitter.com/intent/user?user_id=3357705192
https://www.facebook.com/100007370468521
mailto:16051047@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
iii.2016年04月20日の投稿
右:島村朋也(既出)
右2:被疑者本人
左3:松永美砂
◦ 千葉県習志野市在住
◦ 日本大学習志野高等学校卒業
◦ Instagram: misa__channnnn(685779866)
◦ Instagram: blpn____mi(4538854656)
◦ Instagram: __97052824(2102330026)
◦ Twitter: shfly3824smf(3222240672)
◦ Facebook: 100006878836845
◦ メールアドレス: 

________@gakushuin.ac.jp
左2:不明
左1:不明
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https://www.instagram.com/misa__channnnn/
https://www.instagram.com/web/friendships/685779866/follow
https://www.instagram.com/blpn____mi/
https://www.instagram.com/web/friendships/4538854656/follow
https://www.instagram.com/__97052824/
https://www.instagram.com/web/friendships/2102330026/follow
https://twitter.com/shfly3824smf
https://twitter.com/intent/user?user_id=3222240672
https://www.facebook.com/100006878836845
mailto:16051217@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
iv.2016年10月21日の投稿
上段
左1:柵木緑
◦ 千葉県我孫子市在住
◦ 千葉県立松戸国際高等学校卒業
◦ Instagram: i_am_midoriii(3293809852)
◦ Twitter: midz_51(1967817744)
◦ Facebook: 100011785071778
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
右1:市村翔太
◦ 千葉県立柏の葉高等学校卒業
◦ Instagram: itchymaaan(3032347740)
◦ Twitter: shota_0626_g(701665986357780481)
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/i_am_midoriii/
https://www.instagram.com/web/friendships/3293809852/follow
https://twitter.com/midz_51
https://twitter.com/intent/user?user_id=1967817744
https://www.facebook.com/100011785071778
mailto:16051213@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/itchymaaan/
https://www.instagram.com/web/friendships/3032347740/follow
https://twitter.com/shota_0626_G
https://twitter.com/intent/user?user_id=701665986357780481
mailto:16051015@gakushuin.ac.jp


https://www.instagram.com/chanmii1020/
https://www.instagram.com/web/friendships/1542450843/follow
https://twitter.com/_chanmii1020
https://twitter.com/intent/user?user_id=813766992842764288
https://www.facebook.com/100004397688837
mailto:16051107@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/ikufurukawa/
https://www.instagram.com/web/friendships/604922671/follow
https://www.facebook.com/ikumi.furukawa.98
https://www.facebook.com/100005572544994
mailto:16051204@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/asuka_510/
https://www.instagram.com/web/friendships/545080021/follow
https://www.facebook.com/asuka.tonomura.5
https://www.facebook.com/100004217197935
mailto:16051167@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
v.2016年10月22日の投稿
左:岡本和也(既出)
右:被疑者本人
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https://www.instagram.com/hinakashi12/
https://www.instagram.com/web/friendships/232942010/follow
https://www.instagram.com/nhathoakh/
https://www.instagram.com/web/friendships/4077016679/follow
https://twitter.com/hinakashi12
https://twitter.com/intent/user?user_id=994350152
https://www.facebook.com/hinako.kashiwagi
https://www.facebook.com/100003217084758
mailto:16051060@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/suzu0702/
https://www.instagram.com/web/friendships/328975428/follow
https://twitter.com/suzutmex
https://twitter.com/intent/user?user_id=2904170222
https://www.facebook.com/suzu.takahashi.50
https://www.facebook.com/100005738011310
mailto:16051151@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
vi.2016年10月22日の投稿
右2:矢後朋美
◦ Instagram: tomomiyago(212712586)
◦ Twitter: tomomi_gu(4673394588)
◦ Facebook: tomomi.yago.5(100000502180398)
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
右1:本村江里
◦ 学習院女子高等科卒業
◦ Instagram: ardenden14(2100367750)
◦ Twitter: EriEripooh1016(1490063365)
◦ Facebook: 100009938713125
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/tomomiyago/
https://www.instagram.com/web/friendships/212712586/follow
https://twitter.com/tomomi_gu
https://twitter.com/intent/user?user_id=4673394588
https://www.facebook.com/tomomi.yago.5
https://www.facebook.com/100000502180398
mailto:16051241@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/ardenden14/
https://www.instagram.com/web/friendships/2100367750/follow
https://twitter.com/EriEripooh1016
https://twitter.com/intent/user?user_id=1490063365
https://www.facebook.com/100009938713125
mailto:16051235@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
vii.2016年11月01日の投稿
左1:工藤彩香
◦ 品川女子学院後頭部卒業
◦ Instagram: ayastagram_0314(3004795688)
◦ Twitter: a_314_fleur(708312559040880645)
◦ Facebook: ayaka.kudo.92(100004033956751)
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
左2:北岡遼太
◦ 埼玉県立蕨高等学校卒業
◦ Instagram: abarerukitaoka(5584615724)
◦ Twitter: kitachi9999(3064944302) 
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
右2:被疑者本人
右1:不明
◦ 下北沢成徳高等学校卒業
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https://www.instagram.com/ayastagram_0314/
https://www.instagram.com/web/friendships/3004795688/follow
https://twitter.com/a_314_fleur
https://twitter.com/intent/user?user_id=708312559040880645
https://www.facebook.com/ayaka.kudo.92
https://www.facebook.com/100004033956751
mailto:16051079@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/abarerukitaoka/
https://www.instagram.com/web/friendships/5584615724/follow
https://twitter.com/kitachi9999
https://twitter.com/intent/user?user_id=3064944302
mailto:16051075@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
vi.2017年01月31日の投稿
左:被疑者本人
中:藤野理華
◦ Instagram: rika_fujino(1377005418)
◦ Instagram: rikasophia(5968959446)
◦ Twitter: 0627Sophia(1538557723)
◦ Facebook: rika.fujino.52(100006641821617)
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
右:工藤彩香(既出)
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https://www.instagram.com/rika_fujino/
https://www.instagram.com/web/friendships/1377005418/follow
https://www.instagram.com/rikasophia/
https://www.instagram.com/web/friendships/5968959446/follow
https://twitter.com/0627Sophia
https://twitter.com/intent/user?user_id=1538557723
https://www.facebook.com/rika.fujino.52
https://www.facebook.com/100006641821617
mailto:16051202@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
ix.2017年02月22日の投稿
左1:有石大騎
◦ 学習院高等科卒業
◦ Instagram: daiki_ariishi(1516437939)
◦ Twitter: basket_kyrie2(718657790214995969)
◦ Facebook: 100006309044293
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
左2:被疑者本人
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https://www.instagram.com/daiki_ariishi/
https://www.instagram.com/web/friendships/1516437939/follow
https://twitter.com/basket_kyrie2
https://twitter.com/intent/user?user_id=718657790214995969
https://www.facebook.com/100006309044293
mailto:16051006@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
ix.2017年02月22日の投稿
右2:長田柊也
◦ 東京都立上野高等学校卒業
◦ Instagram: shuuuuuu1026(3249190055)
◦ Twitter: shuuuu0703(701995095948529664)
◦ Facebook: shuya.nagata.7(100006714884322)
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
右1:小佐野誠隆
◦ 暁星国際高等学校卒業
◦ Instagram: osatea.65(1432604694)
◦ Twitter: tmtk_17(2941429338)
◦ Facebook: 100006358569488
◦ メールアドレス: ________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/shuuuuuu1026/
https://www.instagram.com/web/friendships/3249190055/follow
https://twitter.com/shuuuu0703
https://twitter.com/intent/user?user_id=701995095948529664
https://www.facebook.com/shuya.nagata.7
https://www.facebook.com/100006714884322
mailto:16051175@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/osatea.65/
https://www.instagram.com/web/friendships/1432604694/follow
https://twitter.com/tmtk_17
https://twitter.com/intent/user?user_id=2941429338
https://www.facebook.com/100006358569488
mailto:16051051@gakushuin.ac.jp


II.交友関係の解析
x.2017年08月13日の投稿
左:藤川秀作
◦ Instagram: shu390911(2955799695)
◦ メールアドレス: 

________@gakushuin.ac.jp
中:被疑者本人
右1:小倉薫
◦ 神奈川県立横須賀高等学校卒業
◦ Instagram: tropican_pie(1764082572)
◦ Facebook: 100013524120840
◦ メールアドレス: 

________@gakushuin.ac.jp
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https://www.instagram.com/shu390911/
https://www.instagram.com/web/friendships/2955799695/follow
mailto:16051199@gakushuin.ac.jp
https://www.instagram.com/tropican_pie/
https://www.instagram.com/web/friendships/1764082572/follow
https://www.facebook.com/100013524120840
mailto:16051049@gakushuin.ac.jp

