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》ちけすかせかせけか:

》ちかおせあくせあねかせふ おしみ たちけすかせかせけみ う さあねかつてうか けつてそねせけさそう 
けそせけくけちとまはかえそ けくしとねかせけみ (えかせかちけちとまはけに) う おかなかさてそつさそたあに 
おしみ ちあおけそえちあなけねかつさそえそ さそせてちそしみ たちけ たちそうかおかせけけ 
せかちあくちとのあまはかえそ さそせてちそしみ さそせてちそしけちとかすふに そいひかさてそう. 
╇けお けそせけくけちとまはかえそ けくしとねかせけみ – てそちすそくせそか けくしとねかせけか.

《てちあつしけ たちそすふのしかせせそつてけ:

あてそすせあみ

にけすけねかつさあみ

つとおそつてちそけてかしへせあみ

せかなてかえあくそうあみ

ちあさかてそつてちそけてかしへせあみ

╇そくすそきせそつてけ:

ちあさそうけせふ, てちかはけせふ, 
せかたちそうあちふ, たそしそつてけ, 
けせそちそおせふか うさしまねかせけみ, 
せかそおせそちそおせそつてけ 
すあてかちけあしあ

そて 50 すす おそ 500 すす

そいせあちときかせけか け 
けおかせてけなけさあぬけみ 
おかなかさてそう: 

【そしはけせあ そいひかさてそう たそ つてあしけ:
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〉あけすかせそうあせけか たあちあすかてちあ 】ゅ]『-6-2╉ 】ゅ]『-8-2╉ 】ゅ]『-10-2╉

〈あさつけすあしへせあみ ほせかちえけみ とつさそちかせせふに ほしかさてちそせそう, 〈ほ╇ 6 8 10

╉けあたあくそせ ちかえとしけちそうあせけみ ほせかちえけけ とつさそちかせせふに ほしかさてちそせそう, 〈ほ╇ 3-6 3-8 5-10

〈あさつけすあしへせあみ すそはせそつてへ おそくふ せあ ちあつつてそみせけけ 1 す そて すけのかせけ , ╈ち/すけせ 10 15 40

╉けあたあくそせ ちかえとしけちそうあせけみ すそはせそつてけ おそくふ てそちすそくせそえそ けくしとねかせけみ 
せあ ちあつつてそみせけけ 1 す そて すけのかせけ せあ ぬかせてちあしへせそこ そつけ, ╈ち/すけせ 1-10 1-15 10-40

╅つけすすかてちけみ たそしみ てそちすそくせそえそ けくしとねかせけみ, %, せか いそしかか 5 5 5

ゅななかさてけうせふこ おけあすかてち なそさとつせそえそ たみてせあ せあ すけのかせけ, すす, せか いそしかか 1 1 1

‒そちすあ け ちあくすかち ちあいそねかこ そいしあつてけ せあ ちあつつてそみせけけ 2 す そて すけのかせけ, す さちとえ, Ø 0,5 さちとえ, Ø 0,5 さちとえ, Ø 0,5

╉そたとつてけすあみ せかちあうせそすかちせそつてへ すそはせそつてけ おそくふ う たちかおかしあに ちあいそねかこ 
そいしあつてけ, %, せか いそしかか 10 10 10

〈あさつけすあしへせあみ おそたとつてけすあみ おしけてかしへせそつてへ そおせそこ ほさつたそくけぬけけ, すけせ せか そえちあせけねかせあ せか そえちあせけねかせあ せか そえちあせけねかせあ

〈けせけすあしへせふこ けせてかちうあし すかきおと ほさつたそくけぬけみすけ, すけせ 1 1 1

》ちそつうかねけうあかすあみ ちあおけあぬけそせせあみ てそしはけせあ たそ つてあしけ, すす 50-350 50-380 100-500

[そせつてちとさぬけみ とつさそちけてかしみ
¨くしとねあてかしへ 
たあさかてけちそうあせ 
つ すそおとしみてそちそす

¨くしとねあてかしへ 
たあさかてけちそうあせ 
つ すそおとしみてそちそす

¨くしとねあてかしへ 
たあさかてけちそうあせ 
つ すそおとしみてそちそす

╈あいあちけてせふか ちあくすかちふ けくしとねあてかしみ たあさかてけちそうあせせそえそ                                                     
つ  すそおとしみてそちそす (╉にぃに╇), すす, せか いそしかか 1 100 に 700 に 1  500 1 100 に 700 に 1  500 1 100 に 700 に 1  500

〈あつつあ, さえ, せか いそしかか 1 300 1 300 1 400

[そほななけぬけかせて そつしあいしかせけみ けくしとねかせけみ しそさあしへせそこ ちあおけあぬけそせせそこ                    
くあはけてそこ うせか ちあいそねかこ くそせふ, せか すかせかか 10 000 10 000 10 000

〈あさつけすあしへせあみ たそてちかいしみかすあみ すそはせそつてへ とつさそちけてかしみ ほしかさてちそせそう                           
つ すそおとしかす そにしあきおかせけみ, さ╇て, せか いそしかか 20 25 25
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╇そくすそきせそつてへ せかくあうけつけすそえそ ちかえとしけちそうあせけみ ほせかちえけけ とつさそちかせせふに 
ほしかさてちそせそう け すそはせそつてけ おそくふ てそちすそくせそえそ けくしとねかせけみ

〈あしふこ ちあくすかち なそさとつせそえそ たとねさあ せあ すけのかせけ

╇そくすそきせそつてへ うふいそちあ そたてけすあしへせふに たあちあすかてちそう けくしとねかせけみ 
う くあうけつけすそつてけ そて にあちあさてかちけつてけさ さそせてちそしけちとかすそえそ そいひかさてあ

》そしとねかせけか さあねかつてうかせせふに けくそいちあきかせけこ つ うふつそさけす 
たちそつてちあせつてうかせせふす ちあくちかのかせけかす

╇そくすそきせそつてへ そつとはかつてうしかせけみ たそけすたとしへつせそえそ さそせてちそしみ すそはせそつてけ 
おそくふ け さそせてちそしみ せあさそたしかせせそこ おそくふ いしあえそおあちみ うつてちそかせせそこ 
う けくしとねあてかしへ けそせけくあぬけそせせそこ さあすかちか 

》そつしか せあいそちあ てちかいとかすそこ おそくふ さそせてちそししかち けそせけくあぬけそせせそこ 
さあすかちふ うふちあいあてふうあかて つけえせあし うふさしまねかせけみ けくしとねかせけみ



【うかちおそてかしへせふこ けすたとしへつせふこ すそおとしみてそち けせてかえちけちそうあせ 
つ いしそさそす けくしとねあてかしみ

『あいそねかか たそしそきかせけか けせてかえちけちそうあせせそえそ すそおとしみ – しまいそか 

╇ つそつてあう とつさそちけてかしみ うにそおけて すそおとしへ そにしあきおかせけみ, さそてそちふこ 
すそきかて ちあつたそしあえあてへつみ さあさ せあ たしあてなそちすか たそおうかつあ 
けせてかえちけちそうあせせそえそ すそおとしみ, てあさ け つてあぬけそせあちせそ

[そせつてちとさぬけみ とつさそちけてかしみ たそくうそしみかて たかちかすかはあてへ 
けせてかえちけちそうあせせふこ すそおとしへ そてせそつけてかしへせそ そいひかさてあ 
せあ ちあつつてそみせけか せか すかせかか 25 す
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]そさあしへせあみ ちあおけあぬけそせせあみ くあはけてあ けくしとねあてかしみ つせけきあかて 
すそはせそつてへ おそくふ てそちすそくせそえそ けくしとねかせけみ せあ ちあつつてそみせけけ 1 す 
そて さそちたとつあ せか すかせかか ねかす う 10 000 ちあく うせか ちあいそねかこ くそせふ 
たそ そてせそのかせけま さ すそはせそつてけ おそくふ せあ そつけ とつさそちけてかしみ 
せあ ちあつつてそみせけけ 1 す そて すけのかせけ. 〉あしけねけか しそさあしへせそこ 
ちあおけあぬけそせせそこ くあはけてふ たそくうそしみかて そたてけすけくけちそうあてへ 
ちあおけあぬけそせせとま くあはけてと ちかせてえかせそうつさそこ さあすかちふ, つせけきあみ 
かか てそしはけせと うせか ちあいそねかこ くそせふ, あ てあさきか たそうふのあかて さあねかつてうそ 
けくそいちあきかせけみ, とすかせへのあみ くあつうかてさと たしかせさけ (おかてかさてそちあ) 
たあちあくけてせふす けくしとねかせけかす

╆しそさ けくしとねあてかしみ つせあいきかせ つけつてかすそこ しあくかちせそえそ せあうかおかせけみ

[そせてちそしへ ちあいそてふ つけつてかす とつさそちけてかしみ そつとはかつてうしみかてつみ 
つたかぬけあしけくけちそうあせせふすけ さそせてちそししかちあすけ, ちあつたそしそきかせせふすけ う 
さそちたとつか けくしとねあてかしみ. 
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《たかちあてそち さそせてちそしけちとかて ちあいそてと とつさそちけてかしみ つ たそすそはへま 
たあせかしけ とたちあうしかせけみ, たそくうそしみまはかこ そつとはかつてうしみてへ 
あうてそすあてけくけちそうあせせそか うさしまねかせけか とつさそちけてかしみ, うふいけちあてへ 
くせあねかせけか ほせかちえけけ, すそはせそつてけ おそくふ, てちかいとかすそこ おそくふ, 
うさしまねあてへ けくしとねかせけか

】つさそちけてかしへ けすかかて うにそおふ いしそさけちそうそさ 
おしみ たちけかすあ つけえせあしそう そて つけつてかす いかくそたあつせそつてけ 
ちかせてえかせそうつさそこ さあすかちふ 
う つそそてうかてつてうけけ つ てちかいそうあせけみすけ 』あせ》け〉

[そせてちそしへ つそつてそみせけみ つけつてかす とつさそちけてかしみ 
け おけあえせそつてけさあ せかけつたちあうせそつてかこ すそえとて そつとはかつてうしみてへつみ 
おけつてあせぬけそせせそ ねかちかく しけせけけ とおあしかせせそこ つうみくけ
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¨つてそねせけさ けくしとねかせけみ けすかかて くせあねけてかしへせふこ ちかつとちつ ちあいそてふ. 
】つさそちみまはあみ つてちとさてとちあ, ほしかさてちそせせあみ たとのさあ け てそちすそくせあみ 
すけのかせへ たそつてあうしみまてつみ う そてたあみせせそす うけおか, たそほてそすと 
つそいつてうかせせふか つちかおつてうあ うあさととすせそこ そてさあねさけ せか てちかいとまてつみ.

】つさそちけてかしけ ほしかさてちそせそう つそくおあせふ せあ かおけせそこ 
てかにせそしそえけねかつさそこ たしあてなそちすか. 
〉あ けに いあくか ちあくちあいあてふうあまてつみ つけつてかすふ ぬけなちそうそこ 
ちあおけそえちあなけけ つ けつたそしへくそうあせけかす たしそつさそたあせかしへせふに
おかてかさてそちそう けしけ けせふに つちかおつてう ちかえけつてちあぬけけ, 
あ てあさきか つけつてかすふ たちそすふのしかせせそこ てそすそえちあなけけ.

》そ つたかぬけなけさあぬけけ くあさあくねけさあ せあ おあせせそこ たしあてなそちすか 
すそえとて うふたとつさあてへつみ とつさそちけてかしけ つ おちとえけすけ くせあねかせけみすけ 
すけせけすあしへせそこ け すあさつけすあしへせそこ ほせかちえけけ.
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2012 えそお
】ゅ]『-8-2╉

2014 えそお 
】ゅ]『-8-2╉

2015 えそお
】ゅ]『-6-2╉

2016 えそお
】ゅ]『-8-2╉

2019 えそお 
】ゅ]『-10-2╉

2019 えそお
】ゅ]『-8-2╉
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‒けしけあし 
╅《 «╅ゅ〈-てかにせそしそえけけ» 

«》かてちそくあうそおつさすあの»

》╅《 «′け《-》そおそしへつさ» ‒けしけあし 
╅《 «╅ゅ〈-てかにせそしそえけけ»

«╅てそすすあの»

》╅《 «′け《-》そおそしへつさ» ‒けしけあし 
╅《 «╅ゅ〈-てかにせそしそえけけ»

«╅てそすすあの»

《《《 «》そしかつへか», 

え. ╇そしえそおそせつさ



117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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