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ＡＧＣ㈱―Ａチームが優勝
令和３年度 軟式野球大会
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山口真空株式会社（令和3年5月10日）

●
●
●

産業ファンド投資法人（令和3年9月15日）

三井物産都市開発株式会社（令和3年10月1日）
野村不動産株式会社（令和3年10月1日）

新菱冷熱工業株式会社（令和4年1月1日）

【組合員脱退】
●
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試合結果
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株式会社ニチリン（令和3年9月30日）

株式会社シンテクノ
（令和3年12月31日）

朝日機材株式会社（令和3年6月30日）

● トールエクスプレスジャパン株式会社

日軽物流株式会社（令和3年6月30日）

●

株式会社杉孝（令和3年6月30日）

（令和3年9月30日）

堀硝子株式会社（令和3年9月30日）

