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╊けきすきしてめし ぬしくよのき! 
╈きとちの-╆しのしぬくはぬこねちそた こなねはさきぬねのけしととめた はとそけしぬねそのしの ねなけてしねのとな ね ╃しすさはときぬなさとめて 
くつきこなのけなぬそのしつもとめて ひなとさなて になささしぬすちそ てきのしてきのそちそ そてしとそ ╂しなときぬさき Эたつしぬき け なほしぬしさとなた 
ぬきせ にぬなけなさその てしすさはときぬなさとはゆ なつそてにそきさは にな てきのしてきのそちし "╋なぬてはつき ┼さそとねのけき"/"╉ぬしのもし 
のめねよほしつしのそし"  
(https://www.formulo.org/ru/olymp/2019-math-ru/) 
┹ やのなて こなさは さきとときよ なつそてにそきさき にぬそねはのねのけはしの け にしぬしほとし ╇╈╅Ш ﾙけのなぬなた はぬなけしともﾚ. Эのな 
なせときほきしの ねはみしねのけしととめし つもこなのめ にぬそ になねのはにつしとそそ け ぬなねねそたねちそし ┹╊┾め; にぬそ やのなて 
ちなとちぬしのとめし つもこなのめ はねのきときけつそけきしの ちきすさめた ┹╊┾ ねきてなねのなよのしつもとな, なのさしつもとな さつよ ちきすさなた 
なくぬきせなけきのしつもとなた にぬなこぬきててめ, そ やのは そとひなぬてきへそゆ さつよ にぬそёてき け ä0ä0 こ. はすし てなすとな ときたのそ 
とき はとそけしぬねそのしのねちそふ ねきたのきふ. 
╄きにぬそてしぬ ╈╆く┺╊ なにはくつそちなけきつ のきくつそへは ねななのけしのねのけそよ なくぬきせなけきのしつもとめふ にぬなこぬきてて そ 
なつそてにそきさ. ┿ そせ としё けそさとな, ほのな, ときにぬそてしぬ, とき なくぬきせなけきのしつもとはゆ にぬなこぬきてては "╆ぬそちつきさときよ 
てきのしてきのそちき そ そとひなぬてきのそちき" になくしさそのしつそ そ にぬそせёぬめ なつそてにそきさ I そ II はぬなけとよ にな 
てきのしてきのそちし そつそ そとひなぬてきのそちし てなこはの になねのはにそのも "くしせ けねのはにそのしつもとめふ そねにめのきとそた", の.し. 
けとし なねとなけとなこな ちなとちはぬねき. ╈のきのも にぬそせёぬなて なつそてにそきさめ とはすとな けな けぬしてよ なくはほしとそよ け Ü0 そつそ 
ÜÜ ちつきねねし. 
╅のくなぬなほとめた ﾙせきなほとめたﾚ のはぬ さきととなた なつそてにそきさめ にぬなたさしの ね Üö なちのよくぬよ にな Üä となよくぬよ ä0Ü9 
こなさき. 
┹ ときほきつし やのなこな にしぬそなさき とき ねきたのし くはさはの けめつなすしとめ せきさきとそよ. ╁ ちなとへは にしぬそなさき ぬしくしとなち 
さなつすしと くはさしの せきになつとそのも きとちしのは とき ねきたのし なつそてにそきさめ そ にぬそちぬしにそのも ぬしましとそよ け 
ねにしへそきつもとなた そとひなぬてきへそなととなた ねそねのしてし. 
╃┸╊ ┻╅ "Цしとのぬ ぬきせけそのそよ さしのねちなた なさきぬしととなねのそ" なひそへそきつもとな よけつよしのねよ ぬしこそなときつもとなた 
につなみきさちなた さきととなた なつそてにそきさめ, き やのな せときほその, ほのな け ねつはほきし にぬなふなすさしとそよ まちなつもとそちなけ け 
なほとめた やのきに そて とし とはすとな くはさしの とそちはさき しふきのも, になのなては ほのな なと くはさしの にぬなふなさそのも とき ときました 
くきせし. 
╈ はけきすしとそして, きさてそとそねのぬきへそよ ╃┸╊ ┻╅ "Цしとのぬ ぬきせけそのそよ さしのねちなた なさきぬしととなねのそ" 
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╊けきすきしてめし ちなつつしこそ! 
╈きとちの-╆しのしぬくはぬこねちそた こなねはさきぬねのけしととめた はとそけしぬねそのしの ねなけてしねのとな ね ╃しすさはときぬなさとめて 
くつきこなのけなぬそのしつもとめて ひなとさなて になささしぬすちそ てきのしてきのそちそ そてしとそ ╂しなときぬさき Эたつしぬき け なほしぬしさとなた 
ぬきせ にぬなけなさそて てしすさはときぬなさとはゆ なつそてにそきさは にな きとこつそたねちなては よせめちは "╋なぬてはつき ┼さそとねのけき" / 
"╉ぬしのもし のめねよほしつしのそし"  
https://www.formulo.org/ru/olymp/2019-lang-ru/ 
┹ やのなて こなさは さきとときよ なつそてにそきさき にぬそねはのねのけはしの け にしぬしほとし ╇╈╅Ш になさ となてしぬなて ï0 ﾙのぬしのそた 
はぬなけしともﾚ そ にぬなけなさそのねよ ねなけてしねのとな ╈しけしぬとめて ﾙ┷ぬちのそほしねちそてﾚ ひしさしぬきつもとめて はとそけしぬねそのしのなて 
そてしとそ ╃. ┹. ╂なてなとなねなけき. Эのな なせときほきしの ねはみしねのけしととめし つもこなのめ にぬそ になねのはにつしとそそ け 
ぬなねねそたねちそし ┹╊┾め; にぬそ やのなて ちなとちぬしのとめし つもこなのめ はねのきときけつそけきしの ちきすさめた ┹╊┾ 
ねきてなねのなよのしつもとな, なのさしつもとな さつよ ちきすさなた なくぬきせなけきのしつもとなた にぬなこぬきててめ, そ やのは そとひなぬてきへそゆ 
さつよ にぬそёてき け ä0ä0 こ.  
はすし てなすとな ときたのそ とき はとそけしぬねそのしのねちそふ ねきたのきふ. ╄きにぬそてしぬ, け ╈きとちの-╆しのしぬくはぬこねちなて 
╆なつそのしふとそほしねちなて はとそけしぬねそのしのし ╆しのぬき ┹しつそちなこな さそにつなてめ なつそてにそきさ つゆくなこな はぬなけとよ さきゆの 
にぬきけな になねのはにつしとそよ くしせ けねのはにそのしつもとめふ そねにめのきとそた とき ねななのけしのねのけはゆみそし ねにしへそきつもとなねのそ. 
╉きち, さそにつなて つゆくなた "にしぬしほとしけなた" なつそてにそきさめ にな きとこつそたねちなては よせめちは, になつはほしととめた け Ü0 
そつそ ÜÜ ちつきねねし, になせけなつその になねのはにそのも とき ときにぬきけつしとそよ "╃しとしさすてしとの", "┸そせとしね-
そとひなぬてきのそちき", "╂そとこけそねのそちき" そ としねちなつもちな さぬはこそふ. 
╉きちすし にぬそせёぬめ なつそてにそきさめ になつはほきゆの にぬきけな とき つもこなのは にぬそ にぬそなくぬしのしとそそ にはのёけちそ け 
つしのとそた なくぬきせなけきのしつもとめた つきこしぬも «╋なぬてはつき ┼さそとねのけき». ╅くぬきみきして けとそてきとそし, ほのな はほきねのそし 
け なつそてにそきさし くしねにつきのとなし. 
╅のくなぬなほとめた ﾙせきなほとめたﾚ のはぬ さきととなた なつそてにそきさめ にぬなたさしの ね ä0 なちのよくぬよ にな Üë となよくぬよ ä0Ü9 
こなさき. 

https://www.formulo.org/ru/olymp/2019-math-ru/
https://www.formulo.org/ru/olymp/2019-lang-ru/


╆ぬしさけきぬそのしつもときよ ぬしこそねのぬきへそよ とし のぬしくはしのねよ. ┹ ときほきつし やのなこな にしぬそなさき とき ねきたのし 
なつそてにそきさめ くはさはの けめつなすしとめ せきさきとそよ. ╁ ちなとへは にしぬそなさき ぬしくしとなち さなつすしと くはさしの せきになつとそのも 
きとちしのは とき ねきたのし そ にぬそちぬしにそのも ぬしましとそよ け ねにしへそきつもとなた そとひなぬてきへそなととなた ねそねのしてし. 
╃┸╊ ┻╅ "Цしとのぬ ぬきせけそのそよ さしのねちなた なさきぬしととなねのそ" なひそへそきつもとな よけつよしのねよ ぬしこそなときつもとなた 
につなみきさちなた さきととなた なつそてにそきさめ, き やのな せときほその, ほのな け ねつはほきし にぬなふなすさしとそよ まちなつもとそちなけ け 
なほとめた やのきに そて とし とはすとな くはさしの とそちはさき しふきのも, になのなては ほのな なと くはさしの にぬなふなさそのも とき ときました 
くきせし. 
╆ぬなねもくき さなけしねのそ さきととはゆ そとひなぬてきへそゆ さつよ せきそとのしぬしねなけきととめふ まちなつもとそちなけ. 
╈ はけきすしとそして, きさてそとそねのぬきへそよ ╃┸╊ ┻╅ "Цしとのぬ ぬきせけそのそよ さしのねちなた なさきぬしととなねのそ" 
 


