
発生県名 概要

12 31 火 カイロ
銃で撃たれ病院に運び込まれた被害者がその後死亡したことで，病院
関係者に暴行を働き，機材を壊した被害者の親族を逮捕。

アレキサンドリア
偽造公文書で査証を取得し，欧州への違法入国を斡旋するビジネスを
行っていた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂を所持した違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。

ダカハリーヤ 娘を巡るトラブルで被害者を刺した父親を逮捕。

12 30 月 全国

2019年に国境で，48トンの違法薬物，900万錠の違法薬物，1027丁の銃
器，85万個の弾丸，107キロの爆発物，156万平米の麻薬栽培地，3トン
の麻薬種子，105個の迫撃砲弾，18個の密造爆弾，3万人の不法出入
国者，241台の鉱物探査機，40トンの金鉱石，北シナイでトンネル12本を
摘発。

カイロ
商品の返品を巡るトラブルで女性を叩いた商店主が，報復に向かった
女性の夫を刺殺，その兄弟に暴行し，逮捕された。

ケナ 大麻樹脂0.5キロを所持した警察官を逮捕。

アレキサンドリア
カイロ，ギザなど5県で車を偽造キーで盗み，車の返還と引換に持主か
ら金を奪っていた容疑者4人を逮捕。12件の犯行を自供。

アレキサンドリア 下水処理場を銃で襲い，電気ケーブルを強奪した容疑者6人を逮捕。

カリュービーヤ 高齢者に暴行を加え，その様子をSNSに掲載した容疑者3人を逮捕。

カイロ 乗客を刃物で脅して金品を奪おうとした運転手と共犯者を逮捕。

アレキサンドリア
運転手に薬物入りの飲物を飲ませて眠らせ，金品を奪った容疑者2人を
逮捕。

12 29 日 ギザ
被害者の自宅で，被害者を薬物を飲ませて眠らせた後に絞殺し，金品
を奪った容疑者を逮捕。容疑者の妻と被害者は親族。

イスマイリーヤ
パイプラインからディーゼルオイルを盗んでいた容疑者グループ3人を
逮捕。

アスワン
複数の容疑者がトゥクトゥクを奪おうと銃で威嚇したが従わなかった運転
手を撃ち，車を奪った。

カイロ 被害者に3時間にわたり暴行を加え，死に至らせた容疑者2人を逮捕。

カイロ 殺された親族の復讐のため被害者を刺殺した容疑者4人を逮捕。

12 28 土 ガルビーヤ
外国での労働機会をSNSで広告し，偽造文書を出していた容疑者を逮
捕。

ケナ 結婚式での口論で発砲があり，2人が負傷。

アレキサンドリア
教育機関証明書や住宅契約書を含む偽造の公文書，公印を売るビジネ
スをしていた容疑者2人を逮捕。

12 27 金 ソハーグ 手配犯が，逮捕に向かった治安機関に発砲し，反撃により射殺された。

カイロ 計1400万ポンドの罰金刑などの出ている手配犯を逮捕。

ガルビーヤ 建設中のアパート57室から計110万ポンド相当の資機材が盗難。

アレキサンドリア
車を盗んでいた容疑者グループ6人を逮捕。カイロ，ギザ，アレキサンド
リアなどでの12件の犯行を自供。

掲載日付
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ミニヤ 違法薬物売買の容疑者を10件を摘発。

12 26 木 ミニヤ 帰宅途中の宝石商を襲い，カバンを奪った容疑者グループを逮捕。

ギザ 火災で2人死亡。

ギザ 犬が盗まれたことが原因の家族内のトラブルで銃が使われ，2人死亡。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転28件を摘発。

カイロ 計70年の禁固刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

ギザ 計127年の禁固刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

カイロ 違法薬物売買の容疑者を再逮捕。

12 25 水 ケナ 夫婦間のトラブルで，妻を刺殺した容疑者が自首。

シャルキーヤ 前妻を刺殺した容疑者を再逮捕。

カイロ 合成麻薬2キロと同麻薬の材料を所持した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持206件，刃物所持275件，違法薬物関連255件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

ケナ 女性家族が殴られた報復で被害者を射殺した容疑者3人を逮捕。

メノフィーヤ 借金を巡るトラブルで，子を銃で撃ち，死に至らせた容疑者を逮捕。

12 24 火 カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を殺した容疑者を逮捕。

カイロ
弁護士を装って電話をし，警察の拘束から親類を助けるには支払が必
要と高齢者から金を詐取していた容疑者を逮捕。10件の犯行を自供。

ガルビーヤ
薬局に入り，防犯カメラがないことを確認した後，店員を拘束し，店内の
金品を奪った容疑者を逮捕。

ギザ 夫の3歳の連れ子を折檻して死に至らせた容疑者を再逮捕。

カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を殴って死に至らせた容疑者を逮捕。

カイロ 父親に認知されない6か月の自分の子を殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ
自分の連れ子への世話が悪いとして，妻を棒で殴って死に至らせた容
疑者を逮捕。

カリュービーヤ
携帯電話を盗んで逃げている最中に容疑者が転落死。違法薬物を所持
していた。

カイロ 犬を虐待して殺した様子がSNSに掲載されていた容疑者3人を逮捕。

12 23 月 ルクソール
消防署発行の訓練修了証を偽造し，50ポンドで販売していた容疑者を
逮捕。

アレキサンドリア 校内で下級生を刺した高校生を逮捕。

カイロ
フェスティバルモール前の高速道路で，警察官を装ってトラックを停止さ
せ，銃器で運転手を脅して車を奪った容疑者グループ5人を逮捕。近辺
での同様事件も自供。
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ニューバレー 医療施設から医療器具一式を盗んだ容疑者グループを逮捕。

シャルキーヤ 暖炉の排気で1人死亡，1人重傷。

ギザ 暖炉の排気で1人死亡。

カイロ カイロ空港で，違法薬物の錠剤と大麻樹脂の密輸入を阻止。

ギザ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。

12 22 日 カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を殺した容疑者を捜索

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転20件を摘発。

ガルビーヤ スーパーマーケットに強盗に入った容疑者グループ4人を逮捕。

カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を刺殺した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持231件，刃物所持256件，違法薬物関連298件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

ガルビーヤ 医師を装って病院に入り，盗みを働いていた容疑者を逮捕。

12 21 土 ガルビーヤ
違法薬物売買の容疑者グループの隠れ家を捜査し，大麻樹脂4キロ，
銃器を押収，1人を逮捕。

ガルビーヤ 公道での駐車に際して運転手から金を集めていた3人を逮捕。

アレキサンドリア 道路脇に置かれた袋から2人の遺体を発見。

スエズ
違法薬物売買の容疑者と治安当局が銃撃戦となり2人を射殺。ヘロイン
1キロ，自動小銃2丁などを押収。

ベニスエフ
ジン(妖怪)を追い出すためとして被害者を殴打し，死に至らせた容疑者
4人を逮捕。

ベニスエフ
結婚資金の援助を断った父親を，他殺を装って銃で撃ち殺した容疑者
を逮捕。

ソハーグ
前勤務先の給与未払から同社車両の強奪を計画，運転手を殺して車を
奪った容疑者と共犯者を逮捕。

ミニヤ
家族間のトラブルで，娘を殴り殺し，その後転落死を装った容疑者を逮
捕。

カイロ 帰宅途中の女性に暴行を加えた容疑者を特定。

12 20 金 アスワン 強盗で終身刑の出ている手配犯を逮捕。

ブヘイラ 2件の刃物を使ってトラブルで，計4人が負傷。

ガルビーヤ
路上で女性や高齢者にハラスメントを行っていた模様がSNSに掲載され
ていた容疑者を取り調べ。

アスワン ヘロイン，乾燥大麻6キロ，自動小銃を所持した容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

警察官の取調べを装って住居に入り，その後，3.2万ポンドを強盗した容
疑者4人を逮捕。被害者の資産，居住状況を見定めた上，犯行に及ん
だもの。

アシュート
勤務先前で被害者を武器で脅して拉致し，1000万ポンドの身代金を要
求した容疑者4人を逮捕し，人質を解放。
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シャルキーヤ
夫婦間のトラブルを止めようとした妻の母を突き飛ばし，階段から転落，
運ばれた病院で死亡したため，夫を容疑者として逮捕。

カイロ
商業上のトラブルで，2つのグループが互いに暴力をふるい，双方を逮
捕。

ダカハリーヤ 列車と車の衝突で9人死亡。

12 19 木 ガルビーヤ 過去のトラブルから，友人を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
現金の入ったカバンを奪い，違法にドルに換金しようとした容疑者3人を
逮捕。

カイロ 隣人間のトラブルで，1人が刺殺された。

カイロ 計177年の懲役刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

ガルビーヤ 家族間のトラブルで，父親に殴られた娘が死亡。

全国
24時間で，銃器所持32件，違法薬物関連129件，薬物影響下の運転15
件を摘発。

シャルキーヤ 殴られたと見られる妊婦が死亡。

カイロ カイロ空港で，コカインの密輸入を阻止。

ガルビーヤ 車中に刺殺体を発見。

12 18 水 ダカハリーヤ
運転手に発砲，負傷させオートバイを奪った容疑者2人のうち1人を逮
捕。

アレキサンドリア 250万ポンド相当のコカイン1キロを所持した容疑者2人を逮捕。

カイロ 隣人間のトラブルで12人が争い，1人が刺殺され，4人負傷。

カイロ
カイロ空港で，トラマドール1900錠，フェネチリン5600錠の密輸出を阻
止。

アレキサンドリア 大麻樹脂18キロを所持した容疑者を逮捕。

カイロ 銃器と違法薬物を所持した容疑者を逮捕。

ベニスエフ オートバイ乗車中の被害者が撃たれて死亡。

カイロ 死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

ダカハリーヤ
オートバイを奪うため被害者を絞殺し，遺体を路上に遺棄した容疑者を
逮捕。被害者と容疑者は隣人。

メノフィーヤ 不品行を咎めて娘を絞殺した容疑者を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転18件を摘発。

カイロ 離婚を巡るトラブルで，前妻の兄の車に放火した容疑者を逮捕。

カイロ 物乞いのために乳児を1日100ポンドで貸し出していた容疑者を逮捕。

ブヘイラ 大麻樹脂6.5キロを所持した容疑者3人を逮捕。
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ギザ 乗車中のトゥクトゥク運転手を瓶で殴り，車を奪った容疑者2人を逮捕。

12 17 火 4階建ての住居が倒壊し，1人が死亡，2人が負傷。

12 16 月 ブヘイラ 殴り殺した姉の遺体を自宅内に埋めて，容疑者が逃走。

ケナ 弾薬の一部と見られるもので木を切ろうとして爆発し，4人が負傷。

シャルキーヤ 前妻を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 子どもたちに物乞いをさせていた容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持24件，違法薬物関連129件，薬物影響下の運転9件
を摘発。

ケナ 互いの報復を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

アスワン 互いの報復を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

ソハーグ ショットガンを触っていた子どもが銃を暴発させ，母親が負傷。

ソハーグ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。3.75キロの大麻樹脂を所持。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者グループ3人を逮捕。乾燥大麻50キロを所持。

12 15 日 アスワン 違法薬物売買の容疑者を逮捕。多量の大麻樹脂を所持。

アレキサンドリア
欧州に海路で違法入国させるビジネスを行っていた容疑者グループ7人
を逮捕。

ギザ 夫婦間のトラブルで夫を刺殺した容疑者を逮捕。

アスワン ガソリンスタンドから大量の車用オイルの盗難が発生。

アレキサンドリア 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂10キロを所持。

ミニヤ
考古学品の盗掘を巡る家族内の仲間割れから，1人を刺殺，2人を負傷
させた容疑者を逮捕。

12 14 土 ケナ 家族間のトラブルで，兄を刺殺した容疑者を逮捕。

ベニスエフ 車の通行順を巡るトラブルで，相手を負傷させた容疑者を逮捕。

ベニスエフ 住宅でのガス漏れで2人死亡。

ミニヤ 隣人間のトラブルで，相手を1人殺し，2人を負傷させた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 夫婦間のトラブルで，妻を突き倒して死に至らせた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂4キロと銃器を所持。

ケナ
乗車中に運転手を銃器で脅してトゥクトゥクを奪った容疑者2人のうち1人
を逮捕。

12 13 金 シャルキーヤ
金銭トラブルで，友人を鈍器で殴り殺し，遺体を遺棄した容疑者を逮
捕。
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ガルビーヤ 出勤途中の被害者をレンガで殴り，所持品を奪った容疑者2人を逮捕。

ソハーグ 家庭内のトラブルで妻を殺した容疑者を取り調べ。

ガルビーヤ 売春の容疑者グループを逮捕。

ギザ
殺人の復讐で相手を射殺した容疑者4人のうち3人を逮捕。死亡したの
は，死刑判決の出ていた手配犯。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。乾燥大麻30キロ，銃器を所持。

全国
24時間で，銃器所持218件，刃物所持244件，違法薬物関連260件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

ダカハリーヤ
夫と離婚するため，子ども2人に心臓疾患の薬を飲ませて殺した容疑者
を逮捕。

紅海
子どもが欲しいため，福祉関係の職員を装って子どもを拉致した容疑者
を逮捕。

12 12 木 イスマイリーヤ 銃器売買の容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。0.5キロの大麻樹脂と銃器を所持。

カイロ カイロ空港で，トラマドール655錠の密輸入を阻止。

ブヘイラ ガス漏れで家族5人が意識不明。

カイロ オートバイを盗んだ容疑者を逮捕。

アスワン
違法薬物使用を巡って母親と口論の後，自宅に火を付けた容疑者を逮
捕。1人が死亡。

カフル・エルシェイ
ク

祖父の妻から虐待を受けて重傷の4歳児を保護。

アレキサンドリア 銀行から融資を受けるため公文書を偽造した容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 悪天候で木が倒れ1人死亡。

ベニスエフ
強盗に襲われたと装って，電気代として集金した6.9万ポンドを盗んだ容
疑者を逮捕。

12 11 水 全国
24時間で，銃器所持215件，刃物所持250件，違法薬物関連275件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

ガルビーヤ
オートバイを盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。その他5件の犯行
を自供。

カリュービーヤ 客を乗せる順番で口論になり，相手を刺し殺した運転手を逮捕。

カリュービーヤ
牛を盗み，返還の代償として持主に5000ポンドを要求した容疑者を逮
捕。

12 10 火 ブヘイラ 違法薬物のディーラーが治安当局から逃走中に橋から転落し，死亡。

アレキサンドリア
違法薬物の利益を資金洗浄した容疑者1人を逮捕。1000万ポンド相当
の不動産を購入。

アレキサンドリア 200万ポンド相当のトラマドール3万錠を所持した容疑者を逮捕。

カイロ
カイロ空港で，それぞれ30万ポンドを持ち出そうとした容疑者2人を逮
捕。
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ギザ 駐車車両から部品を盗んでいた容疑者を逮捕。

カイロ 妻が愛人といるところを見つけた容疑者が妻を刺殺。

ミニヤ
違法薬物売買の容疑9件を摘発。大麻樹脂，ヘロイン，違法薬物錠剤を
押収。

カリュービーヤ 離婚後の扶養料を巡る口論で，前妻の兄を刺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
トゥクトゥク，オートバイを盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。銃器，
刃物を所持。

12 9 月 アスワン
違法薬物売買の容疑12件を摘発。乾燥大麻5.5キロ，銃器，刃物などを
押収。

アスワン 土地を巡る2氏族間のトラブルで3人負傷，当局が介入。

アレキサンドリア
クレジットカードを使って違法に外貨送金を行っていた容疑者3人を逮
捕。

ミニヤ
違法薬物売買の容疑5件を摘発。大麻樹脂，ヘロイン，違法薬物錠剤を
押収。

シャルキーヤ 密会の現場を見られた姪を刺殺した容疑者を逮捕。

12 8 日 アスワン
違法薬物の使用を咎められて自宅に放火し，姉を焼死させた容疑者を
逮捕。。

アレキサンドリア
取締強化で，違法薬物関連の容疑者計23人を逮捕。大麻樹脂9キロ，
ヘロイン5キロ，違法薬物1400錠などを押収。

カイロ 犬2匹に子どもを襲わせた容疑者を逮捕。

カイロ 住宅内でのガス漏れによる爆発で1人死亡，4人負傷。

ギザ 変電器の銅線を盗もうとした容疑者が感電死。

カリュービーヤ 住宅内のガス漏れによる中毒で3人死亡。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。銃器，違法薬物を所持。

ケナ
走行中のトゥクトゥクを停め，運転手を撃って，車を奪った容疑者2人を
逮捕。

12 7 土 カイロ
出生などの身分事項の証明書や教育機関の修了証の偽造ビジネスを
行っていた容疑者を逮捕。

全国
一週間で，銃器所持1171件(機関銃1丁，自動小銃111丁，ショットガン
212丁，拳銃108丁，密造銃753丁，銃密造所2か所など)，刃物所持1681
丁，違法薬物関連薬物影響下の運転を摘発。

カイロ
別の氏族とのトラブルに備えて銃器を準備していた容疑者2人を逮捕。
自動小銃，ショットガン，拳銃など計12丁を所持。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。

ギザ 口論の後，妻を殴打の上，刺し，死に至らせた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 盗みで逮捕される際に警察官2人を負傷させた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 校内で生徒に性的嫌がらせを行った容疑で学校職員を逮捕。
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ケナ
結婚式での口論で，被害者に発砲し，死に至らせた容疑者を逮捕。自
動小銃を押収。

全国
24時間で，銃器所持210件，刃物所持241件，違法薬物関連283件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

12 6 金 アスワン 移動中の車を停め，銃と刃物で脅して金品を奪った容疑者3人を逮捕。

ダミエッタ
住宅にいた女性を刺殺し，金品を奪った容疑者4人を逮捕。容疑者の1
人は被害者の親族。

アスワン
取締強化で，銃器，違法薬物売買の容疑者9人を逮捕。乾燥大麻5.3キ
ロなどを所持。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂を所持。

シャルキーヤ 販売場所を巡るトラブルで，相手を刺した容疑者を逮捕。

ケナ 2氏族間のトラブルで1人骨折。

12 5 木 アレキサンドリア
死刑判決の出ている手配犯を逮捕。別人の名の身分証明書を偽造して
逃亡していた。

アレキサンドリア
オートバイに乗った容疑者にカバンを奪われた際に被害者が倒れ，死
亡。容疑者2人を逮捕。

ケナ 病院で死亡した子の家族が病院機器などを破壊。

カイロ 2011年の政変時に刑務所から逃れた手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 800ポンドを無心した兄と口論になり刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
道路で声をかけられた女性をかばおうとした被害者を刺殺した容疑者2
人を逮捕。

ダカハリーヤ 母親の頭を殴り，死に至らせた容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買の容疑で3人を逮捕。

ガルビーヤ 隣人間のトラブルで，相手を刺した容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

被害者に性的な暴行を加えた上で，殴り，死に至らせた容疑者3人を逮
捕。

カリュービーヤ
妻が被害者を誘い出し，夫が脅迫して被害者の金品を奪おうとしたとこ
ろ被害者が抵抗したため刺殺し，遺体を道路に遺棄。容疑者2人を逮
捕。

12 4 水 アスワン
走行中の車をオートバイから銃で威嚇し停車させ，金品を奪った容疑者
3人のうち2人を逮捕。

ブヘイラ パイプラインから石油製品を盗もうとした犯行を阻止。

ガルビーヤ 乾燥大麻3キロと銃器を所持した容疑者3人を逮捕。

ギザ 口論の後，舅を棒で殴り殺した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持229件(重機関銃1丁，自動小銃21丁，ショットガン32
丁，拳銃26丁，密造銃149丁など)，刃物所持257件，違法薬物関連273
件，薬物影響下の運転11件を摘発。

カイロ
架空の取引で被害者を誘い出し，警察官を装って車を停め，車や車中
の現金，荷物などを奪っていた容疑者グループを逮捕。

ギザ 2件の死刑判決の出ている手配犯を逮捕。
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ベニスエフ
女性家族を誘惑したとして，相手を暴行し，SNSで被害者のヌード写真
を掲載すると脅迫した容疑者3人を逮捕。

ソハーグ
金銭トラブルで，相手を5階から投げ下ろして死に至らせた容疑者2人を
逮捕。犯行時に全員が違法薬物影響下にあった。

12 3 火 シャルキーヤ
SNSに被害者の写真を掲載し，被害者を自殺を試みる原因を作った容
疑者5人を逮捕。

ガルビーヤ 刺殺された遺体を発見。

カイロ
2階建て住宅の上階から木部を撤去し，住宅倒壊の原因を作った容疑
者3人を逮捕。倒壊により1階住人が4人死亡，3人負傷。

ギザ 子どもに暴行を加えた容疑者を逮捕。

アシュート
違法薬物売買で得た2500万ポンドを銀行への出し入れ，企業設立，不
動産，車の購入などで資金洗浄した容疑者グループ8人を逮捕。

全国 24時間で，銃器所持53件，刃物所持205件を摘発。

カイロ
一週間前のトラブルの恨みで，親族を連れて被害者を襲い，刺殺した後
逃亡した容疑者グループを逮捕。

全国

2019年前半で，交通事故が5220件(前年同期は4426件で，17.9％増)が
発生し，死者1567人，負傷者6046人(前年同期は5936人で，1.9％増)。
列車事故は923件(前年同期は1082件で，14.7％減)が発生。列車事故
の死亡率(被害100件における死者数)は29.3%(前年同期は66%)，月平均
の死者数は4.5人，負傷者数は15.3人。

ダカハリーヤ 違法薬物と登録外の薬物を扱っていた薬局数店を摘発。

12 2 月 ガルビーヤ 違法に駐車料を徴収していた容疑者14人を逮捕。

ギザ
家庭内のトラブルで妻を刺殺した上で，第三者の犯行を装った容疑者を
逮捕。

アレキサンドリア
偽造された送金書類で，銀行から1100万ポンドを奪った容疑者2人を逮
捕。

シャルキーヤ
逮捕に向かった治安当局に発砲した違法薬物売買の容疑者が，反撃し
た当局に射殺された。ヘロイン1キロを所持。

アシュート 銃器を密造していた容疑者2人を逮捕。

カイロ スリを行っていた容疑者2人を逮捕。

カイロ
マアーディで，アパートのドアを壊して住居に侵入し，金品を盗んでいた
容疑者3人を逮捕。3件の犯行を自供。

アスワン 銃器と違法薬物を所持した容疑者10人を逮捕。

12 1 日 シャルキーヤ 手入れ中の銃が暴発し，銃の持主の友人が死亡。

ギザ
刑務所で知り合った被害者を刺殺し，70万ポンドを奪った容疑者と共犯
者などを逮捕。

アスワン 3氏族間のトラブルで6人を逮捕。

ブヘイラ 口論の後，妻を殴り殺し，遺体を袋に入れた遺棄した容疑者を逮捕。

カイロ
カイロ空港で，大麻樹脂とヘロインを国外に持ち出そうとした容疑者を
逮捕。

カイロ
車を盗み，偽造書類で販売していた容疑者3人を逮捕。16件の犯行を自
供。
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ミニヤ 教会の壁が崩れ3人が死亡。
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