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╉せぉけお «′ぇょっあょに»

╉けゅょぇ さっゅせかはさくにえ つっきこうけくぇす ╉》╊ こけょたけょうか お おけくちせ う しすさぇしすう ゃけおさせゅ 
いぇゃっすくけえ ゃけしぬきっさおう くぇおぇかうかうしぬ ょけ こさっょっかぇ, ╉けくすうくっくすぇかぬくぇは 
たけおおっえくぇは かうゅぇ けぉなはゃうかぇ けぉ せつさっあょっくうう しこっちうぇかぬくけゅけ すせさくうさぇ ょかは 
おけきぇくょ, おけすけさにっ くっ こけこぇょせす ゃ こかっえ-けそそ. ¨く こけかせつうか くぇいゃぇくうっ 
╉せぉけお «′ぇょっあょに». 
╄ゅけ せつぇしすくうおぇきう ぇゃすけきぇすうつっしおう しすぇかう てっしすぬ おけきぇくょ ╆ぇこぇょくけえ 
おけくそっさっくちうう う つっすにさっ おかせぉぇ し ╁けしすけおぇ. ╁ ねすけき ゅけょせ ねすけ: «╃けくぉぇしし» 
(╃けくっちお), «╃うくぇきけ» (╋うくしお), «〈けさこっょけ» (′うあくうえ ′けゃゅけさけょ), 
«╁うすはいぬ» (』ったけゃ), «]こぇさすぇお» (╋けしおゃぇ), «╃うくぇきけ» ([うゅぇ), «ぃゅさぇ» 
(》ぇくすに-╋ぇくしうえしお), «╋っすぇかかせさゅ» (′けゃけおせいくっちお), «┿きせさ» (》ぇぉぇさけゃしお) 
う «┿ゃすけきけぉうかうしす» (╄おぇすっさうくぉせさゅ).

]うしすっきぇ すせさくうさぇ

]たっきぇ すせさくうさぇ ょけしすぇすけつくけ こさけしすぇ: けく こさけえょひす こけ おせぉおけゃけえ しうしすっきっ ゃ 
そけさきぇすっ «こかっえ-ぇせす». ╁ おぇあょけえ うい おけくそっさっくちうえ おかせぉぇき こさうしゃぇうゃぇ-
のすしは くけきっさぇ こけしっゃぇ ゃ こけさはょおっ せぉにゃぇくうは さっいせかぬすぇすけゃ こけ うすけゅぇき 
さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ, すけ っしすぬ つっき きっくぬてっ けつおけゃ くぇぉさぇかぇ おけきぇくょぇ 
ゃ «さっゅせかはさおっ», すっき くうあっ っっ くけきっさ ゃ ╉せぉおっ «′ぇょっあょに». 
〈せさくうさ しけしすけうす うい おゃぇかうそうおぇちうけくくけゅけ さぇせくょぇ, ゃ おけすけさけき こさうくうきぇのす 
せつぇしすうっ すけかぬおけ おけきぇくょに ╆ぇこぇょくけえ おけくそっさっくちうう, こけかせつうゃてうっ くけきっさ 
こけしっゃぇ し 11-ゅけ こけ 14-え. ‶け うすけゅぇき ねすけゅけ さぇせくょぇ ょゃぇ しうかぬくっえてうた 
おけかかっおすうゃぇ こさけえょせす ゃ つっすゃっさすぬそうくぇか. ╉けきぇくょに ╁けしすけつくけえ おけくそっ-
さっくちうう くぇつうくぇのす さけいにゅさにて しけ しすぇょうう つっすゃっさすぬそうくぇかぇ. ‶けぉっょうすっかう 
¼ そうくぇかけゃ ゃしすさっすはすしは ゃ こけかせそうくぇかっ しゃけうた おけくそっさっくちうえ, こけしかっ 
つっゅけ ょゃっ かせつてうっ うい くっ こけこぇゃてうた ゃ こかっえ-けそそ おけきぇくょ さぇいにゅさぇのす 
きっあょせ しけぉけえ ╉せぉけお «′ぇょっあょに».
‶さぇゃけ くぇつうくぇすぬ しっさうの ょけきぇ こけかせつぇっす すぇ おけきぇくょぇ, おけすけさぇは うきっっす 
きっくぬてっ けつおけゃ.
╁け ゃさっきは おゃぇかうそうおぇちうけくくけゅけ ねすぇこぇ おけきぇくょに こさけゃけょはす ょゃっ ゃしすさっつう. 
╄しかう こけぉっょうすっかぬ くっ ゃにはゃかっく  – たけおおっうしすけゃ あょっす けゃっさすぇえき ょけ こっさゃけえ 
いぇぉさけてっくくけえ てぇえぉに. 

]っさうは きぇすつっえ ¼ う こけかせそうくぇかけゃ こさけゃけょうすしは ょけ すさった こけぉっょ けょくけえ うい 
おけきぇくょ, くけ きぇおしうきぇかぬくけ おけきぇくょに きけゅせす こさけゃっしすう つっすにさっ うゅさに. 
╄しかう こけぉっょうすっかぬ くっ ゃにはゃかっく, すけ くぇいくぇつぇっすしは ょけこけかくうすっかぬくにえ 
こっさうけょ (けゃっさすぇえき) こさけょけかあうすっかぬくけしすぬの 20 きうくせす. ╇ゅさぇ ょかうすしは ょけ 
こっさゃけえ いぇぉさけてっくくけえ てぇえぉに, こさう ねすけき おけかうつっしすゃけ けゃっさすぇえきけゃ くっ 
けゅさぇくうつっくけ. ╄しかう こけ さっいせかぬすぇすぇき つっすにさった うゅさ おけきぇくょに うきっのす 
けょうくぇおけゃけっ おけかうつっしすゃけ こけぉっょ – ゅけすけゃぬすっしぬ お こけしかっきぇすつっゃにき 
ぉさけしおぇき.

╇ゅさぇ しすけうす しゃっつ?

‶けきうきけ しぇきけゅけ おせぉおぇ, こけぉっょうすっかは ╉せぉおぇ «′ぇょっあょに»  あょっす う 
ょっくっあくにえ こさうい ゃ さぇいきっさっ 15 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, ぇ すぇおあっ こさうくぇょかっ-
あぇとっっ ╉》╊ こさぇゃけ ゃにぉけさぇ ゃ こっさゃけき さぇせくょっ ╃さぇそすぇ のくうけさけゃ ╉》╊ 
2013 ゅけょぇ. 
《うくぇかうしす ╉せぉおぇ «′ぇょっあょに» こけかせつうす 8 きうかかうけくけゃ, ぇ こけかせそうくぇかうしすに 
– こけ 3 きうかかうけくぇ させぉかっえ.

』すけ ゅけゃけさはす ゃ «╃けくぉぇししっ»?

╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ: ╃かは きっくは ねすけす すせさくうさ うくすっさっしっく しっえつぇし. ぅ 
くうおけゅょぇ くっ こさうくうきぇか せつぇしすうは ゃ しけしすはいぇくうはた すぇおけゅけ さけょぇ, おけゅょぇ すに う 
ゃ こかっえ-けそそ くっ こけこぇか, くけ う しっいけく ょかは すっぉは くっ いぇおけくつうかしは. ‶けしきけ-
すさうき, ぉせょっす うくすっさっしくけ こけぉけさけすぬしは.
╉さうしすけそっさ 》けかす: ╀けさぬぉぇ いぇ ねすけす おせぉけお ゃさはょ かう ぉせょっす こさけしすけえ, くけ 
«╃けくぉぇしし» おけきぇくょぇ ゃにしけつぇえてっゅけ せさけゃくは, う うきっっす ゃしっ てぇくしに, つすけぉに 
しすぇすぬ こけぉっょうすっかっき ねすけゅけ すせさくうさぇ. ‶けつっきせ ぉに う くっす? ╁けしっきくぇょちぇすけっ 
きっしすけ ゃ ╉》╊ う ょっゃはすけっ ゃ おけくそっさっくちうう  – ねすけ けつっくぬ くっこかけたけえ 
こけおぇいぇすっかぬ, おけすけさにえ ゅけゃけさうす しぇき いぇ しっぉは. ╉ すけきせ あっ せ くぇし けつっくぬ 
たけさけてうえ しけしすぇゃ うゅさけおけゃ, おけすけさにっ たけすはす こさけょけかあうすぬ ゃにしすせこぇすぬ いぇ 
«╃けくぉぇしし» う ゃ しかっょせのとっき しっいけくっ, くけ こけおぇ つすけ くっ うきっのす おけくすさぇおすけゃ, 
こけすけきせ きに ういけ ゃしった しうか ぉせょっき しすぇさぇすぬしは こけおぇいぇすぬ しっぉは し くぇうかせつてっえ 
しすけさけくに. ┿ おぇお こけおぇいぇすぬ, くっ いぇゃけっゃぇゃ すさけそっえ? 
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‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ 
しっいけくぇ 2012/2013:
]′┿╈‶╄[｠
╊せつてうえ しくぇえこっさ 》╉ "╃けくぉぇしし" しさっょう くぇこぇょぇのとうた -  ╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす   38-っ きっしすけ しさっょう しくぇえこっさけゃ-くぇこぇょぇのとうた ╉》╊

╊せつてうえ しくぇえこっさ 》╉ "╃けくぉぇしし" しさっょう いぇとうすくうおけゃ -  ‶っすっさ ‶けょたさぇょしおう 9-っ きっしすけ しさっょう しくぇえこっさけゃ-いぇとうすくうおけゃ ╉》╊

┿]]╇]〈╄′〈｠
╊せつてうえ ぇししうしすっくす 》╉ «╃けくぉぇしし» しさっょう くぇこぇょぇのとうた -  ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ  30-っ きっしすけ ゃ ╉》╊ しさっょう ぇししうしすっくすけゃ-くぇこぇょぇのとうた

╊せつてうえ ぇししうしすっくす 》╉ «╃けくぉぇしし» しさっょう  いぇとうすくうおけゃ -  ╉かねえ 〉うかしけく   37-っ きっしすけ ゃ ╉》╊ しさっょう ぇししうしすっくすけゃ-いぇとうすくうおけゃ

╀¨╋╀┿[╃╇[｠

‶¨╊╄╆′¨]〈を

╁[┿〈┿[╇

╊せつてうえ ぉけきぉぇさょうさ 》╉ «╃けくぉぇしし» しさっょう くぇこぇょぇのとうた -  ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ  27-っ きっしすけ ゃ かうゅっ こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの

╊せつてうえ ぉけきぉぇさょうさ 》╉ «╃けくぉぇしし» しさっょう いぇとうすくうおけゃ -  ‶っすっさ ‶けょたさぇょしおう  19-っ きっしすけ ゃ かうゅっ こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの

‶けおぇいぇすっかぬ こけかっいくけしすう しさっょう いぇと. (+10) -   ╉かねえ 〉うかしけく   24-っ きっしすけ ゃ かうゅっ こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの

‶けおぇいぇすっかぬ こけかっいくけしすう しさっょう くぇこ. (+8) -   ╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす   53-っ きっしすけ ゃ かうゅっ こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの

〈さう ゃさぇすぇさは "╃けくぉぇししぇ" こけこぇかう ゃ 〈¨‶-30 こけ こさけちっくすせ けすさぇあっくくにた ぉさけしおけゃ う おけねそそうちうっくすせ くぇょっあくけしすう. 
╉さうしすけそっさ 》けかす  - かせつてうえ こけ こさけちっくすせ けすさぇあっくくにた ぉさけしおけゃ - 91.6%( 19-っ きっしすけ ゃ ╉》╊ こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの).
ぅく ╊ぇちけ し 91.3% - ゃすけさけえ ゃ おけきぇくょっ う 24-え ゃ かうゅっ.
ぁさうお ぁさしぉっさゅ ゃ しっいけくっ けすさぇいうか 91.2%, けく 26-え ゃ かうゅっ.

‶け おけねそそうちうっくすせ くぇょっあくけしすう かせつてうき ゃさぇすぇさっき しすぇか ぅく ╊ぇちけ, けく 20-え こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの ゃ しうかぬくっえてっえ かうゅっ ╄ゃさけこに. ╁すけさけえ 
こけ ねすけきせ こけおぇいぇすっかの ゃ おけきぇくょっ てゃっょしおうえ ゅけかおうこっさ ぁさうお ぁさしぉっさゅ. ¨く あっ 26-けえ ゃさぇすぇさぬ こけ くぇょっあくけしすう ゃ かうゅっ. ╉さうし 》けかす いぇくはか 
27-っ きっしすけ こけ おけねそそうちうっくすせ くぇょっあくけしすう ゃ さっゅせかはさくけき しっいけくっ.
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╀けかぬてっ そぇおすけゃ
╉けきせ ぇゃすけゅさぇそ?

┿ゃすけゅさぇそ-しっししうう たけおおっうしすけゃ ゃ おかせぉくけき FanShop しすぇくけゃはすしは ょかは 》╉ «╃けくぉぇしし» ょけぉさけえ すさぇょうちうっえ. 
╁ そっゃさぇかっ ぇゃすけゅさぇそに さぇいょぇゃぇかう かうょっさに ぇすぇお ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ う ╃きうすさうえ ╉ぇゅぇさかうちおうえ, ぇ すぇおあっ しすさぇあ ゃけさけす ╉さうしすけそっさ 
》けかす. ¨しくけゃくにきう "かのぉうすっかはきう" こけょこうしっえ けおぇいぇかうしぬ ょっすう. ‶けょこうしにゃぇかう おぇお いぇさぇくっっ こさうこぇしっくくにっ こさけゅさぇききおう, おぇかっくょぇさう, たけおおっえおう, 
おぇさすけつおう う ょぇあっ おけくぬおう, すぇお う おせこかっくくにっ こさはきけ くぇ きっしすっ てぇさそに, しゃうすっさぇ う おかのておう.
"╀っいせしかけゃくけ, こけょけぉくにっ きっさけこさうはすうは くせあくに う くぇき, う ぉけかっかぬとうおぇき. ‶けしおけかぬおせ ゅょっ, おぇお くっ ゃ すぇおけえ くっそけさきぇかぬくけえ けぉしすぇくけゃおっ きに きけあっき 
こけけぉとぇすぬしは し くうきう う しおぇいぇすぬ "しこぇしうぉけ" かのょはき いぇ すけ, つすけ けくう こさうたけょはす う こけょょっさあうゃぇのす くぇし くぇ きぇすつぇた?!", - けすきっすうか ╉ぇゅぇさかうちおうえ.
〈さぇょうちうは ぇゃすけゅさぇそ-しっししうえ こさけょけかあうすしは う ゃ きぇさすっ. ]かっょうすっ いぇ くけゃけしすはきう くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ 》╉ «╃けくぉぇしし»

╃ぇょけくけゃ, ╉ぇゅぇさかうちおうえ う 》けかす こけぉにゃぇかう … ゃ 〈ゃうすすっさっ

‶けきうきけ ぇゃすけゅさぇそ –しっししうえ, うゅさけおう けすゃっすうかう くぇ ゃけこさけしに ぉけかっかぬとうおけゃ ゃ 〈ゃうすすっさっ. ‶っさゃにき ょっさあぇすぬ しかけゃけ こっさっょ ぉけかっかぬとうおぇきう ゃにこぇかけ 
╄ゃゅっくうの ╃ぇょけくけゃせ, すゃうすすっさ-おけくそっさっくちうは し おけすけさにき いぇくはかぇ ぉけかっっ つぇしぇ. 』っさっい くっょっかの こけしかっ けょくけえ うい ょくっゃくにた すさっくうさけゃけお  くぇ ゃけこさけしに 
ぉけかっかぬとうおけゃ せあっ けすゃっつぇか ょさせゅけえ くぇこぇょぇのとうえ «╃けくぉぇししぇ» - ╃きうすさうえ ╉ぇゅぇさかうちおうえ. Cぇきけえ ょかうすっかぬくけえ けおぇいぇかぇしぬ 〈ゃうすすっさ-おけくそっさっくちうは 
╉さうしすけそっさぇ 》けかすぇ – け くぇしすさけっ くぇ うゅさせ, しっきぬっ う きせいにおっ ゃさぇすぇさぬ ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ さぇししおぇいにゃぇか こけつすう ょゃぇ つぇしぇ. 
╉けさけすおうっ けすゃっすに きけあくけ こさけつっしすぬ ゃ けそうちうぇかぬくけき 〈ゃうすすっさっ おかせぉぇ, けすそうかぬすさけゃぇゃ いぇこうしう  こけ たねてすねゅぇき #dadonov , # Kagay_11 う #Cholt31, ぇ 
こけかくにっ, くっ けゅさぇくうつっくくにっ かうきうすけき ゃ 140 いくぇおけゃ, おぇお ねすけ こさうくはすけ ゃ 〈ゃうすすっさ – くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ おかせぉぇ.

‶っさゃにえ さぇい ゃ こっさゃにえ おかぇしし

╁さぇすぇさぬ 》╉ "╃けくぉぇしし" ╉さうしすけそっさ 》けかす こけぉにゃぇか ゃ ╃けくっちおけえ けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくけえ ておけかっ I-III しすせこっくっえ わ2. 
′ぇ ゅけかおうこっさぇ ぉにかぇ ゃけいかけあっくぇ こけつっすくぇは きうししうは くぇゅさぇょうすぬ こけぉっょうすっかっえ おけくおせさしぇ さうしせくおけゃ たけおおっえくけえ すっきぇすうおう. 
‶けしかっ ゃさせつっくうは こけょぇさおけゃ 27-かっすくうえ ゃさぇすぇさぬ こさけゃっか うきこさけゃういうさけゃぇくくせの ぇゃすけゅさぇそ-しっししうの, ぇ せつうすっかは せしすさけうかう ょかは ╉さうしぇ くっぉけかぬてせの 
ねおしおせさしうの こけ ておけかっ. 
"ぅ ゃこっさゃにっ こけこぇか くぇ たけおおっえ しけゃしっき きぇかっくぬおうき さっぉっくおけき. ¨すっち, おけすけさにえ う しぇき おけゅょぇ-すけ いぇくうきぇかしは たけおおっっき, こさうゃっか きっくは くぇ きぇすつ ゃ ╁ぇくおせゃっ-
さっ. 〈けゅょぇ は こけくはか, つっき たけつせ いぇくうきぇすぬしは. ╇ ゃけす せあっ 25 かっす は うゅさぇの ゃ たけおおっえ, う, こけたけあっ, ょっかぇの ねすけ くっこかけたけ. ╀にすぬ きけあっす おすけ-すけ うい ねすうた ょっすっえ 
すけあっ こさうょっす くぇ きぇすつ "╃けくぉぇししぇ" う さってうす: "》けつせ いぇくうきぇすぬしは たけおおっっき". ′ぇてぇ おけきぇくょぇ うゅさぇっす くっ すけかぬおけ ょかは ゃいさけしかにた, ぇ う ょかは ょっすゃけさに, すけつくっっ 
ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ ょかは ょっすゃけさに. ╁っょぬ けくう くぇてう ぉけかっかぬとうおう ゃ ぉせょせとっき, ぇ こけすけきせ けつっくぬ ゃぇあくけ ゃけしこうすにゃぇすぬ ゃ くうた かのぉけゃぬ お たけおおっの せあっ 
しっえつぇし", - けすきっすうか 》けかす.

╀けかっかぬとうちおうえ ょっしぇくす ゃ [うゅっ
′ぇ きぇすつぇた «╃けくぉぇししぇ» こさけすうゃ さうあしおけゅけ «╃うくぇきけ»  ゃ [うゅっ, おけすけさにっ こさけてかう ゃ さぇきおぇた ╉せぉおぇ «′ぇょっあょに», こけぉにゃぇかう  ぉけかっっ 40 せつっくうおけゃ 
せつっぉくけ-ゃけしこうすぇすっかぬくけゅけ おけきこかっおしぇ «¨ぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくぇは ておけかぇ I-II しすせこっくっえ わ 1 – かうちっえ «]こっおすさ» ゅ. 〈けさっいぇ. ′っ すぇお ょぇゃくけ くぇ ぉぇいっ ねすけゅけ 
せつっぉくけゅけ いぇゃっょっくうは ぉにか けさゅぇくういけゃぇく そぇく-おかせぉ, おけすけさにえ けつっくぬ ぇおすうゃくけ こけょょっさあうゃぇっす «╃けくぉぇしし» くぇ ょけきぇてくうた きぇすつぇた. «′ぇて そぇく-おかせぉ ゃしっきう 
しうかぇきう しすぇさぇっすしは こけょょっさあうゃぇすぬ «╃けくぉぇしし» ゃけ ゃさっきは ょけきぇてくうた きぇすつっえ, くけ くぇしすけはとうっ ぉけかっかぬとうおう ょけかあくに ぉにすぬ し おけきぇくょけえ ゃしっゅょぇ – う ょけきぇ, 
う くぇ ゃにっいょっ, う ゃけ ゃさっきは こけぉっょ, う さぇいょっかはすぬ ゅけさっつぬ こけさぇあっくうえ. ╇ けつっくぬ いょけさけゃけ, つすけ くぇき せょぇかけしぬ こけぉにゃぇすぬ くぇ ゃにっいょっ! ぅ くうおけゅょぇ くっ ぉにか いぇ 
ゅさぇくうちっえ. [うゅぇ けおぇいぇかぇしぬ つせょっしくにき きっしすけき, けしけぉっくくけ しすぇさにえ ゅけさけょ, ゅょっ きに ぉにかう くぇ ねおしおせさしうう.  ╉けくっつくけ, ゃけいゃさぇとぇかうしぬ きに しけ しきってぇくくにきう 
つせゃしすゃぇきう: し けょくけえ しすけさけくに – さぇょけしすぬ いぇ こっさゃせの うゅさせ, し ょさせゅけえ –けぉうょくけ いぇ こけさぇあっくうっ. ′け, くぇょっのしぬ, つすけ ょけきぇ «╃けくぉぇしし» ゃにうゅさぇっす. ┿ きに くぇ 
ょけきぇてくうた きぇすつぇた しょっかぇっき ゃしっ ょかは こけぉっょに くぇてっえ  かのぉうきけえ おけきぇくょに!», - さぇししおぇいぇか こさっいうょっくす そぇく-おかせぉぇ ╉けしすは ╉せいぬきうく. 
‶けっいょおぇ ぉにかぇ けさゅぇくういけゃぇくぇ 》╉ «╃けくぉぇしし». ╆くぇつうすっかぬくせの こけきけとぬ こさう けそけさきかっくうう ょけおせきっくすけゃ う こけかせつっくうう ゃうい けおぇいぇかけ こけしけかぬしすゃけ 
╊ぇすゃうえしおけえ [っしこせぉかうおう ゃ 〉おさぇうくっ う かうつくけ きうくうしすさ うくけしすさぇくくにた ょっか ╊ぇすゃうう ぁょゅぇさし [うくおっゃうつし.
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╁さぇすぇさぬ

05.06.1985 
193 しき
103 おゅ
]【┿

ぃさうえ
]╇╊を′╇『╉╇╈

╆ぇとうすくうお

14.01.1992

175 しき
73 おゅ 
[けししうは

╉かねえ
〉╇╊]¨′

╆ぇとうすくうお

05.04.1983

183 しき
88 おゅ
]【┿ 

]すっこぇく
╂¨[ぅ』╄╁]╉╇》

╁さぇすぇさぬ

26.06.1985

178 しき
77 おゅ 
╀っかぇさせしぬ

ぁさうお
ぁ[]╀╄[╂

╁さぇすぇさぬ

08.03.1982

182 しき
77 おゅ
【ゃっちうは

╃きうすさうえ
╀╄[╄╆╇′

╁さぇすぇさぬ

01.12.1992 
180 しき
79 おゅ
〉おさぇうくぇ

ぅく
╊┿『¨

╁さぇすぇさぬ

01.12.1981

181 しき
83 おゅ 
]かけゃぇおうは

‶っすっさ
‶¨╃》[┿╃]╉╇

╆ぇとうすくうお

10.12.1979

187 しき
92 おゅ
]かけゃぇおうは

]っさゅっえ
‶╄[╄〈ぅ╂╇′

╆ぇとうすくうお

19.04.1984

184 しき 
92 おゅ
[けししうは

¨しおぇさし
╀┿[〈〉╊╇]

╆ぇとうすくうお

21.01.1987 
190 しき 
92 おゅ 
╊ぇすゃうは 

╁うすぇかうえ
╊ぃ〈╉╄╁╇』

╆ぇとうすくうお

04.04.1980

177 しき
81 おゅ 
〉おさぇうくぇ

ぅく
╉¨╊┿[╅

╆ぇとうすくうお

22.11.1986

190 しき
92 おゅ 
』ったうは

]っさゅっえ
〈╄[╄】╄′╉¨

╆ぇとうすくうお

28.12.1991

190 しき
92 おゅ
[けししうは 

‶ぇしう
‶〉╈]〈¨╊┿

╆ぇとうすくうお

16.09.1978

182 しき
80 おゅ
《うくかはくょうは 

╃¨′╄『╉, 〉╉[┿╇′┿

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

╃¨′╀┿]]
╀けさうし ╁うおすけさけゃうつ ╉¨╊╄]′╇╉¨╁
‶さっいうょっくす おかせぉぇ

]っさゅっえ ぃさぬっゃうつ 【┿╉〉[¨╁
╁うちっ-こさっいうょっくす - ╂っくっさぇかぬくにえ きっくっょあっさ

╋うさけしかぇゃ ╋╇╉╊¨【¨╁╇』
╇.け. ゅかぇゃくけゅけ すさっくっさぇ

《さっょさうお
‶╄〈〈╄[]]¨′

′ぇこぇょぇのとうえ

10.06.1987

178 しき
81 おゅ
【ゃっちうは
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‶っすすっさう
╁╇[〈┿′╄′

′ぇこぇょぇのとうえ

28.05.1986

186 しき
89 おゅ
《うくかはくょうは

╁ぇちかぇゃ
′╄╃¨[¨]〈

′ぇこぇょぇのとうえ

16.03.1982

186 しき
86 おゅ
』ったうは

ぅくう
〈〉‶‶〉[┿╈′╄′

′ぇこぇょぇのとうえ

30.03.1980

180 しき
80 おゅ
《うくかはくょうは

╊せおぇて
╉┿【‶┿[

′ぇこぇょぇのとうえ

23.09.1985

189 しき
97 おゅ
』ったうは

╃っくうし
╉¨』╄〈╉¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

27.03.1980

180 しき
82 おゅ
[けししうは

╄ゅけさ
╋¨[¨╆¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

23.04.1995 

181 しき
75 おゅ
[けししうは

╁かぇょうしかぇゃ
【┿╊╇╋¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

23.09.1993 

187 しき
85 おゅ
[けししうは

〈せけきぇし
╉╇╇]╉╇′╄′

′ぇこぇょぇのとうえ

07.10.1986

174 しき
78 おゅ 
《うくかはくょうは

[ねくょう
[¨╀╇〈┿╈╊

′ぇこぇょぇのとうえ

12.10.1975

180 しき
91 おゅ
╉ぇくぇょぇ 

╄ゃゅっくうえ
′╇╉╇《¨[¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

20.03.1993

180 しき
68 おゅ
〉おさぇうくぇ

╃きうすさうえ
〈┿[┿]¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

12.05.1991

184 しき
77 おゅ
[けししうは

〈けきぇて
╋┿〈¨〉【╄╉

′ぇこぇょぇのとうえ

15.06.1992 

190 しき
87 おゅ
]かけゃぇおうは

╋ぇおしうき
╉╁╇〈』╄′╉¨

′ぇこぇょぇのとうえ

13.03.1990

182 しき
77 おゅ 
〉おさぇうくぇ

]っさゅっえ
╁┿[╊┿╋¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

21.07.1978

180 しき
92 おゅ
〉おさぇうくぇ

╄ゃゅっくうえ
╀╄╊〉》╇′

′ぇこぇょぇのとうえ

20.08.1983 

180 しき
80 おゅ
[けししうは

╋ぇおしうき
╋┿[〈｠【╉¨

′ぇこぇょぇのとうえ

06.07.1994

177 しき
74 おゅ
〉おさぇうくぇ

╄ゃゅっくうえ
╃┿╃¨′¨╁

′ぇこぇょぇのとうえ

12.03.1989

179 しき
76 おゅ
[けししうは

╁うすぇかうえ
╃¨′╇╉┿

′ぇこぇょぇのとうえ

12.05.1982

182 しき
82 おゅ
〉おさぇうくぇ

┿かっおしぇくょさ
╋┿〈╄[〉》╇′

′ぇこぇょぇのとうえ

17.10.1981

183 しき
90 おゅ
〉おさぇうくぇ

╃きうすさうえ
╉┿╂┿[╊╇『╉╇╈

′ぇこぇょぇのとうえ

01.08.1989

176 しき
74 おゅ
[けししうは



》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀ «╃¨′╀┿]]»

hcdonbass.com 8

╋うおぇねかぬ 〈っかかぬおゃうしす   19.09.1979     【ゃっちうは 

╋ぇさうし ぃつっさし      18.06.1987     ╊ぇすゃうは 

╁[┿〈┿[╇

[╇╂┿, ╊┿〈╁╇ぅ

ぃさうし ]┿╁╇『╉╇]
‶さっょしっょぇすっかぬ しけゃっすぇ

ぃさうし ¨‶〉╊を]╉╇]
╂っくっさぇかぬくにえ きっくっょあっさ

┿さすうし ┿╀¨╊]
╇.け. ゅかぇゃくけゅけ すさっくっさぇ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

[けょさうゅけ ╊ぇゃうくぬて    03.08.1974     ╊ぇすゃうは 

┿さゃうょし [っおうし      01.01.1979     ╊ぇすゃうは 

╉さうてぬはくうし [っょかうたし   15.01.1981     ╊ぇすゃうは 

╉さうしすぇこし ]けすくうっおし   29.01.1987     ╊ぇすゃうは 

╂せくすうし ╂ぇかゃうくぬて    25.01.1986     ╊ぇすゃうは 

╄おぇぉし [っょかうたし     29.03.1982     ╊ぇすゃうは 

¨しおぇさし 『うぉせかぬしおうし   09.04.1988     ╊ぇすゃうは 

╋ぇさすうくぬて ‶けさっえし    06.07.1991     ╊ぇすゃうは 

2

6

9

11

13

14

44

77

32

37

╆┿】╇〈′╇╉╇

╋ぇさすうくぬて ╉ぇさしせきし   26.02.1986     ╊ぇすゃうは 

┿くょさうし ╃あっさうくぬて    14.02.1988     ╊ぇすゃうは 

‶けか 】ったせさぇ      30.11.1985     ╉ぇくぇょぇ

[ぇえすうし ╇ゃぇくぇくし     03.01.1979     ╊ぇすゃうは 

╁うすぇかうえ ‶ぇゃかけゃ     17.06.1989     ╊ぇすゃうは 

╋うおし ╇くょさぇてうし     30.09.1990     ╊ぇすゃうは 

[けぉっさすし ╀せおぇさすし    27.06.1990     ╊ぇすゃうは 

╂せくぇさし ]おゃけさちけゃ    13.01.1990     ╊ぇすゃうは 

╃あっきう ╃あけくしけく    23.01.1982     ╉ぇくぇょぇ 

╂うくすし ╋っえは       04.09.1987     ╊ぇすゃうは

ぃさうし 〉こうすうし       16.06.1991     ╊ぇすゃうは 

╋ぇさうし ╀うつっゃしおうし     03.08.1991     ╊ぇすゃうは 

ぁかゃうえし ╀うっいぇえし     30.06.1991     ╊ぇすゃうは

15

25

38

41

43

70

71

73

74

87

95

96

98

′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

╃╇′┿╋¨
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╃け しすぇさすぇ ╉せぉおぇ «′ぇょっあょに» 》╉ «╃けくぉぇしし» う 》╉ «╃うくぇきけ»([うゅぇ) 
ゃしすさっつぇかうしぬ すさうあょに – こっさゃにえ さぇい くぇ Donbass Open Cup-2011 う ょゃぇ 
さぇいぇ ゃ さぇきおぇた さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊.  ぁすう ょゃっ ゃしすさっつう ゃけてかう 
ゃ うしすけさうの ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ おぇお いくぇおけゃにっ.
‶っさゃけっ けつくけっ こさけすうゃけしすけはくうっ ゃ ╉》╊ しけしすけはかけしぬ 3 けおすはぉさは ゃ 
╃けくっちおっ. 〈けゅょぇ たけいはっゃぇ かぬょぇ けょっさあぇかう こけぉっょせ しけ しつっすけき 4:2. ぁすけ 
ぉにかぇ こっさゃぇは  ょけきぇてくはは こけぉっょぇ «╃けくぉぇししぇ» ゃ さぇきおぇた ゃにしすせこかっくうえ ゃ 
╉》╊.

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "╃うくぇきけ" ([うゅぇ) - 4:2 (2:1, 0:1, 1:0)
【ぇえぉに: 1:0. ╃ぇょけくけゃ (′っょけさけしす) - 07:23-ぉけか., 2:0. ╁うさすぇくっく 
(╉ううしおうくっく, ╀ぇぉつせお) - 08:06, 2:1. ╂ぇかゃうくぬて - 09:47, 2:2. ╂ぇかゃうくぬて - 
22:19, 3:2. ╃ぇょけくけゃ (′っょけさけしす, ‶けょたさぇょしおう) - 53:31, 4:2. ‶っすすっさししけく 
(′っょけさけしす, ╃ぇょけくけゃ) - 55:32 

"╃うくぇきけ" ([うゅぇ) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
【ぇえぉに: 1:0. ╅うさせ (╃ぇせゅぇゃうくぬて, 『うぉせかぬしおうし) - 07:37, 1:1. ╁ぇさかぇきけゃ 
(╉けつっすおけゃ, ╉けかぇさあ) - 08:12, 1:2. ′っょけさけしす (╉ううしおうくっく) - 19:21, 1:3. 
╃ぇょけくけゃ (‶っさっすはゅうく) - 28:09, 1:4. ‶けくうおぇさけゃしおうえ (╁うさすぇくっく, 
╉けかぇさあ) - 57:12-こ.ゃ.

‶けきうきけ ょゃせた けつくにた ゃしすさっつ, «╃けくぉぇしし» う さうあしおけっ «╃うくぇきけ» 
しゃはいにゃぇっす きくけゅけっ, ぇ すけつくっっ - きくけゅうっ.
′っ しっおさっす, つすけ すさっくっさ ゃさぇすぇさっえ ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ ]っさゅっえ ′ぇせきけゃ 
うゅさぇか, ぇ こけしかっ すさっくっさけゃぇか ゃさぇすぇさっえ «╃うくぇきけ». 
╇きっくくけ ゃ [うゅっ こさけゃっか ょゃぇ ゅけょぇ ょけ けすなっいょぇ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ ゅけかおうこっさ 
╉さうしすけそっさ 》けかす, こっさってっょてうえ こけ たけょせ しっいけくぇ ゃ しすぇく ょけくつぇく. 
╁ しけしすぇゃっ «╃けくぉぇししぇ» ゃにしすせこぇっす いぇとうすくうお くぇちうけくぇかぬくけえ しぉけさくけえ 
╊ぇすゃうう ¨しおぇさし ╀ぇさすせかうし, おけすけさけゅけ ょぇゃくけ しゃぇすぇのす ゃ しうかぬくっえてうえ おかせぉ 
しすさぇくに.
«╄しかう ゃにぉうさぇすぬ きっあょせ しけこっさくうおぇきう, すけ こさっょこけつすうすっかぬくっっ ぉにかけ ぉに 
しにゅさぇすぬ うきっくくけ し «╃うくぇきけ». ′せ, う, おけくっつくけ, は さぇょ, つすけ しにゅさぇの  くぇ 
さけょうくっ, ゃ [うゅっ こっさっょ さけょくにきう», - けすきっすうか けく. 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:
- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «╃うくぇきけ» ([うゅぇ) こさけゃっかう すけかぬおけ 

ょゃぇ たけおおっうしすぇ - ╃あっきう ╃あけくしけく う ┿くょさうし ╃あっさうくぬて.
- ぉけかぬてっ ゃしった いぇぉさけしうかう ╋ぇさすうくぬて ╉ぇさしせきし う ┿かっおしぇくょさ 

╅うさせ – こけ 16 てぇえぉ.
- ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 34 (16+18) – くぇぉさぇか ╋ぇさすうくぬて 

╉ぇさしせきし.
- かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに – ‶けか 】ったせさぇ, くぇ っゅけ しつっすせ 

20 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

╃╇′┿╋¨
[╇╂┿

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』: ╁すけさけえ さぇい ょけくつぇくっ こさけすうゃけしすけはかう ょうくぇきけゃちぇき 6 はくゃぇさは ゃ [うゅっ.  ′ぇ 
ねすけす さぇい ょけくっちおうっ たけおおっうしすに こさけこせしすうかう くぇ ゅけか きっくぬてっ,  う ゃしすさっつぇ 
いぇゃっさてうかぇしぬ しけ しつっすけき  4:1. 
¨すきっすうき, つすけ ゃ すけえ うゅさっ ょっぉのすうさけゃぇか こっさってっょてうえ うい くけゃけおせいくっちおけ-
ゅけ «╋っすぇかかせさゅぇ» [ねくょう [けぉうすぇえか う ゃ こけしかっょくうえ さぇい こっさっょ けすなっいょけき 
いぇ けおっぇく ゃ しけしすぇゃっ 》╉ «╃けくぉぇしし» ゃにてかう おぇこうすぇく ょけくつぇく [せしかぇく 
《っょけすっくおけ う ┿かっおしっえ ‶けくうおぇさけゃしおうえ, おけすけさにえ ゃ そうくぇかっ こけっょうくおぇ 
けすきっすうかしは いぇぉさけてっくくけえ てぇえぉけえ.
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┿くょさっえ ╋ぇしかぇおけゃ    17.03.1991     [けししうは 

╁うすぇかうえ ╉けゃぇかぬ     31.03.1980     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

′╇╅′╇╈ ′¨╁╂¨[¨╃, [¨]]╇ぅ

′うおけかぇえ ┿くょさっっゃうつ ‶〉╂╇′
‶けつっすくにえ ‶さっいうょっくす

¨かっゅ ┿かっおしぇくょさけゃうつ ╉¨′╃[┿【¨╁
‶さっいうょっくす, ‶さっょしっょぇすっかぬ ‶さぇゃかっくうは

╁はつっしかぇゃ ]っさぇそうきけゃうつ [をぅ′¨╁
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╋うたぇうか 〈のかはこおうく    04.05.1984     [けししうは  

ぃせしけ 》うっすぇくっく     14.06.1985     《うくかはくょうは 

╁かぇょうきうさ ╋ぇかっくぬおうた  01.10.1980     [けししうは

╄ゃゅっくうえ ╁ぇさかぇきけゃ    07.12.1976     [けししうは

┿かっおしっえ ╁ぇしうかぬっゃ    01.09.1977     [けししうは 

╃きうすさうえ ╀におけゃ     05.05.1977     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ╄ゃしっっくおけゃ  02.10.1985     [けししうは 
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41

55

77

30
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╆┿】╇〈′╇╉╇

]っきひく ╁ぇかせえしおうえ    10.02.1991     [けししうは 

╁かぇょうきうさ ╂ぇかせいうく    06.08.1988     [けししうは 

╁かぇょうきうさ ╂けさぉせくけゃ   22.04.1982     [けししうは 

ぃくぇし ┿くょっさししけく    24.02.1981     【ゃっちうは 

╃きうすさうえ ╋ぇおぇさけゃ    06.12.1983     [けししうは 

╋ぇおしうき ‶けすぇこけゃ    25.05.1980     [けししうは 

[せしかぇく ╆ぇえくせかかうく    14.02.1982     [けししうは 

‶ひすさ ]つぇしすかうゃにえ    18.04.1979     [けししうは 

╃っくうし ┿さたうこけゃ     19.05.1979     [けししうは 

╋ぇさすうく 〈ひさくぉっさゅ    06.08.1983     【ゃっちうは

┿さすひき 』っさくけゃ      28.04.1982     [けししうは 

┿かっおしっえ ‶けすぇこけゃ     02.03.1989     [けししうは 

┿かっおしっえ 〉ゅぇさけゃ     02.01.1985     [けししうは 

╋ねすす ぁかかうしけく      08.12.1983     ╉ぇくぇょぇ 
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′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

〈¨[‶╄╃¨
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]すさぇくくけっ ゅけしすっこさううきしすゃけ: けぉっ けつくにっ ゃしすさっつう «╃けくぉぇししぇ» う 
«〈けさこっょけ» いぇおけくつうかうしぬ しっさうっえ こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ, こさうつっき 
おぇあょにえ さぇい ゃにうゅさにゃぇか すけす おかせぉ, おけすけさにえ ゃにしすせこぇか ゃ ゅけしすはた.

‶っさゃにえ さぇい ょけくつぇくっ う くうあっゅけさけょちに ゃしすさっすうかうしぬ くぇ かぬょせ おせかぬすせさ-

くけ-さぇいゃかっおぇすっかぬくけゅけ おけきこかっおしぇ «′ぇゅけさくにえ». 
«[ぇしこっつぇすぇすぬ» ゃけさけすぇ ╉けゃぇかは ょけくぉぇししけゃちぇき せょぇかけしぬ すけかぬおけ こけょ 
おけくっち こっさゃけゅけ こっさうけょぇ, おけゅょぇ くぇ 19-え きうくせすっ し こっさっょぇつう 〈っさっとっくおけ 
う ╉ぇてこぇさぇ てぇえぉせ いぇぉうか ┿かっおしっえ ‶けくうおぇさけゃしおうえ. 
╁け ゃすけさけき こっさうけょっ おけきぇくょに けぉきっくはかうしぬ «かのぉっいくけしすはきう», ゃおぇすうゃ ゃ 
ゃけさけすぇ しけこっさくうおぇ こけ ょゃっ てぇえぉに おぇあょぇは. ╉けくちけゃおぇ きぇすつぇ ゃにょぇかぇしぬ 
ょさぇきぇすうつくけえ – くぇ 59-え きうくせすっ «〈けさこっょけ» さってうかけしぬ せぉさぇすぬ ゃさぇすぇさは - 
ゅさぇきけすくけ こさけゃっょっくくぇは ぇすぇおぇ こけいゃけかうかぇ たけいはっゃぇき しさぇゃくはすぬ しつっす.
‶けぉっょうすっかぬ ゃ すけす ゃっつっさ けこさっょっかうかしは ゃ しっさうう こけしかっきぇすつっゃにた 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «〈けさこっょけ»  こさけゃっかう ぃせしけ 
》うっすぇくっく, ╃きうすさうえ ╋ぇおぇさけゃ, ╋ぇさすうく 〈ひさくぉっさゅ.

- ぉけかぬてっ ゃしった いぇぉさけしうか ╋ぇさすうく 〈ひさくぉっさゅ – 26 てぇえぉ .
- ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 43 (13+30) - くぇぉさぇか ╃きうすさうえ 

╋ぇおぇさけゃ. ¨く あっ う かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに - くぇ っゅけ 
しつっすせ 30 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

〈¨[‶╄╃¨
′╇╅′╇╈ ′¨╁╂¨[¨╃

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』: ぉさけしおけゃ. ‶さっうきせとっしすゃけ けおぇいぇかけしぬ くぇ しすけさけくっ «╃けくぉぇししぇ» – 
こけぉっょくにえ ぉせかかうす くぇ しつっすせ ′っょけさけしすぇ. 

"〈けさこっょけ" (′うあくうえ ′けゃゅけさけょ) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 3:4 ╀ 
(0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)
【ぇえぉに: 0:1. ‶けくうおぇさけゃしおうえ (〈っさっとっくおけ, ╉ぇてこぇさ) - 18:44, 1:1. 
]つぇしすかうゃにえ (╁ぇさかぇきけゃ ╄.) - 23:49-ぉけか., 1:2. ╃ぇょけくけゃ (′っょけさけしす) - 
32:05, 1:3. ‶けょたさぇょしおう (╉ううしおうくっく) - 35:37-ぉけか., 2:3. ╄ゃしっっくおけゃ 
(╋ぇおぇさけゃ) - 38:06-ぉけか., 3:3. ′うかぬししけく - 58:31-6た5
]っさうは こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ: ′っょけさけしす - ゅけか, 』っさくけゃ - きうきけ, 
《っょけすっくおけ - ゃさぇすぇさぬ, 〈っさくぉっさゅ - ゃさぇすぇさぬ, ╀ぇぉつせお - ゃさぇすぇさぬ, 
╁ぇさくぇおけゃ – ゃさぇすぇさぬ.

╁すけさぇは ゃしすさっつぇ しけしすけはかぇしぬ ゃ ╃けくっちおっ 16 はくゃぇさは. ╃かは ょけくつぇく ねすけ ぉにか 
こっさゃにえ きぇすつ こけしかっ こけぉっょに ゃ ╉けくすうくっくすぇかぬくけき ╉せぉおっ. 
ぁすぇ うゅさぇ すぇおあっ いぇこけきくうすしは ぉけかっかぬとうおぇき «╃けくぉぇししぇ» ょっぉのすけき ゃ 
しけしすぇゃっ ょけくっちおけえ おけきぇくょに ╃きうすさうは ╉ぇゅぇさかうちおけゅけ. 』すけ おぇしぇっすしは 
きぇすつぇ, ゃ おけすけさけき ゃしすさっすうかうしぬ ぉかうあぇえてうっ おけくおせさっくすに いぇ きっしすけ ゃ 
こかっえ-けそそ, すけ くぇ ねすけす さぇい しつっす けすおさにかう ゅけしすう – ゃけしこけかぬいけゃぇゃてうしぬ 
せょぇかっくうっき 〈っさっとっくおけ, けくう ねそそっおすうゃくけ さっぇかういけゃぇかう ぉけかぬてうくしすゃけ - 
し こっさっょぇつう ╋ぇおぇさけゃぇ う ╄ゃしっっくおけゃぇ いぇぉうか 〈ひさくぉっさゅ. ′ぇ つすけ たけいはっゃぇ 
けすゃっすうかう すけつくにき ぉさけしおけき ‶っすっさぇ ‶けょたさぇょしおう. ╁け ゃすけさけき う すさっすぬっき 
こっさうけょぇた しけこっさくうおう けぉきっくはかうしぬ てぇえぉぇきう, すっき しぇきにき けしすぇゃうゃ くぇ 
すぇぉかけ お そうくぇかぬくけきせ しゃうしすおせ くうつっえくにえ しつっす. ╇したけょ こけっょうくおぇ さってうかう 
ぉせかかうすに, ゃ おけすけさにた «〈けさこっょけ» ぉにかけ しうかぬくっっ. 

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "〈けさこっょけ" (′うあくうえ ′けゃゅけさけょ) - 2:3 ╀ 
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
【ぇえぉに: 0:1. 〈ひさくぉっさゅ (╋ぇおぇさけゃ, ╄ゃしっっくおけゃ) - 04:21-ぉけか., 1:1. 
‶けょたさぇょしおう (‶っすすっさししけく, ′うおうそけさけゃ) - 14:43, 2:1. ╉ぇてこぇさ 
([けぉうすぇえか) - 38:32, 2:2. ╁ぇさくぇおけゃ (ぁかかうしけく, 》うっすぇくっく) - 50:41-ぉけか. 
]っさうは ぉせかかうすけゃ: ′っょけさけしす - ゅけか, ╁ぇさくぇおけゃ - ゅけか, ╉ぇてこぇさ - ゃさぇすぇさぬ, 
〈っさくぉっさゅ - ゅけか, [けぉうすぇえか - ゃさぇすぇさぬ 
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╊ぇさし 》ぇせゅっく      19.03.1987     ′けさゃっゅうは 

╉っゃうく ╊ぇかぇくょ     19.02.1987     ╀っかぇさせしぬ

╋うたぇうか ╉ぇさくぇせたけゃ   19.02.1987     ╀っかぇさせしぬ 

 

╁[┿〈┿[╇

╋╇′]╉, ╀╄╊┿[〉]を

ぃさうえ 《っょけさけゃうつ ╀¨[¨╃╇』
‶さっょしっょぇすっかぬ ′ぇぉかのょぇすっかぬくけゅけ しけゃっすぇ

┿かっおしぇくょさ ╊っけくうょけゃうつ 
┿′╃[╇╄╁]╉╇╈
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╄さっ ╉ぇさぇかぇたすう     25.03.1975     《うくかはくょうは 

╉けさう ╋ひさそう      13.02.1978     ╉ぇくぇょぇ 

╉さぇうつっお ╊せおぇて     11.03.1983     』ったうは 

╁かぇょうきうさ ╃っくうしけゃ   29.06.1984     ╀っかぇさせしぬ 

ぅくくっ ′うしおぇかぇ      22.09.1981     《うくかはくょうは 

‶ぇゃっか 』っさくけけお      28.09.1986     ╀っかぇさせしぬ 

¨かっゅ ╂けさけておけ     19.11.1989     ╀っかぇさせしぬ 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

┿くょさっえ ╋うたぇかひゃ    23.02.1978     ╀っかぇさせしぬ 

┿かっおしぇくょさ ╉せかぇおけゃ   15.05.1983     ╀っかぇさせしぬ 

]っさゅっえ ╃さけいょ      14.04.1990     ╀っかぇさせしぬ 

╃あっそそ ‶かねすす      10.07.1985     ╀っかぇさせしぬ 

〈うき ]すねこかすけく      09.07.1982     ]【┿ 

╃きうすさうえ ╋っかっておけ    08.11.1982     [けししうは 

╆ぉにくっお ╇さゅか      29.11.1980     』ったうは 

┿くょさっえ ]すぇしぬ      18.10.1988     ╀っかぇさせしぬ

╉うき 》うさてけゃうち     09.05.1982     《うくかはくょうは 

╊うぉけさ ‶うゃおけ      29.03.1980     』ったうは 

┿かっおしぇくょさ ‶ぇゃかけゃうつ   12.07.1988     ╀っかぇさせしぬ 

┿かっおしぇくょさ ╉うすぇさけゃ   18.06.1987     ╀っかぇさせしぬ 

〈っっきせ ╊ぇえくっ      09.08.1982     《うくかはくょうは 

]すぇくうしかぇゃ ╊けこぇつせお  16.02.1992     ╀っかぇさせしぬ 

╄ゃゅっくうえ 》せいっっゃ     05.02.1992     ╀っかぇさせしぬ
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╆ぇ ゃしの うしすけさうの しゃけっゅけ しせとっしすゃけゃぇくうは «╃けくぉぇしし» う きうくしおけっ 
«╃うくぇきけ» ゃしすさっつぇかうしぬ すさうあょに.
‶っさゃぇは ゃしすさっつぇ しけしすけはかぇしぬ ゃ さぇきおぇた Donbass Open Cup-2011.
╁ ょゃせた けつくにた こけっょうくおぇた きうくせゃてっゅけ ゅけょぇ ょっぉのすぇくすに せしすせこうかう 
きうくつぇくぇき. ╁ こっさゃにえ さぇい «╃けくぉぇしし» こさうくうきぇか «╃うくぇきけ» ょけきぇ 11 
けおすはぉさは. 〈けゅょぇ っとっ くぇ すさっくっさしおけき きけしすうおっ ゅけしすっえ くぇたけょうかしは ╉ぇさう 
》っえおおうかは, おけすけさにえ こけいあっ ぉにか いぇきっくっく くぇ ┿かっおしぇくょさぇ ┿くょさうっゃしおけゅけ.

ぁすけす きぇすつ きけあくけ くぇいゃぇすぬ けょくうき うい しぇきにた ょさぇきぇすうつくにた ゃ しっいけくっ. 
╆ぇぉうゃ こっさゃにきう, ょけくつぇくっ くぇ ゅかぇいぇた せ 3773 いさうすっかっえ こさけこせしすうかう 
しさぇいせ こはすぬ てぇえぉ こけょさはょ: すさう ゃ こっさゃけき, う ょゃっ ゃけ ゃすけさけき こっさうけょっ. 
‶っさっょ すさっすぬうき うゅさけゃにき けすさっいおけき せ くっおけすけさにた ぉけかっかぬとうおけゃ ぉにかけ 
けとせとっくうっ, つすけ きぇすつ せあっ こさけうゅさぇく, くけ くぇ 45-え きうくせすっ «╃けくぉぇしし» 
けしすぇかしは ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ, おけすけさけっ せょぇつくけ さっぇかういけゃぇか ╊せおぇて ╉ぇてこぇさ し 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «╃うくぇきけ» (╋うくしお) こさけゃっかう  ょゃぇ 
たけおおっうしすぇ - ╉けさう ╋ひさそう う 〈うき ]すねこかすけく.

- ぉけかぬてっ ゃしった – 24 てぇえぉに – いぇぉさけしうか 〈うき ]すねこかすけく, けく あっ 
くぇぉさぇか ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 40(24+16).

  - かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに - 〈っっきせ ╊ぇえくっ, くぇ っゅけ しつっすせ 
18 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

╃╇′┿╋¨
╋╇′]╉

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』: こっさっょぇつう ¨ぉてせすぇ う ‶けくうおぇさけゃしおけゅけ. 
]かっょせのとぇは てぇえぉぇ ゃかっすっかぇ ゃ ゃけさけすぇ ‶っおおう [うくくっ くぇ 50-え きうくせすっ, ぇ 
しこせしすは っとっ 4 きうくせすに 《さっょっさうお ‶っすすっさしけく, けぉけえょは いぇとうすくうおけゃ, 
しょっかぇか こっさっょぇつせ ╁ぇちかぇゃせ ′っょけさけしすせ, おけすけさにえ う しけおさぇすうか さぇいさにゃ ょけ 
きうくうきせきぇ. 』せょぇ くっ こさけういけてかけ, てぇえぉぇ ′っょけさけしすぇ ぉにかぇ こけしかっょくっえ ゃ 
すけえ うゅさっ, う «╃けくぉぇしし» せしすせこうか ょうくぇきけゃちぇき し きうくうきぇかぬくにき 
こっさっゃっしけき ゃ しつっすっ. 

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "╃うくぇきけ" (╋うくしお) - 4:5 (1:3, 0:2, 3:0)
【ぇえぉに: 1:0. ‶けくうおぇさけゃしおうえ (《っょけすっくおけ) - 09:29, 1:1. ╊ぇえくっ 
(]すねこかすけく, ╋っさそう) - 13:10-ぉけか., 1:2. ╋うたぇかっゃ (]すねこかすけく) - 15:03, 1:3. 
╉うすぇさけゃ (╉せかぇおけゃ) - 18:41, 1:4. ╇さゅか (‶うゃおけ, ]すぇしぬ) - 27:03, 1:5. 
╊ぇえくっ (╋っさそう, ]すねこかすけく) - 29:40-ぉけか., 2:5. 2:5. ╉ぇてこぇさ (¨ぉてせす, 
‶けくうおぇさけゃしおうえ) - 45:45-ぉけか., 3:5. 〉うかしけく - 50:54, 4:5. ′っょけさけしす 
(‶っすすっさししけく) - 54:05

╁すけさけえ さぇい «╃けくぉぇしし» ゃしすさっすうかしは し «╃うくぇきけ» (╋うくしお) せあっ くぇ 
すっささうすけさうう しけこっさくうおぇ ゃけ ゃさっきは こけしかっょくっえ ゃ 2012 ゅけょせ ゃにっいょくけえ 
しっさうう. ╆ぇきっすくけ けおさっこてうえ «╃けくぉぇしし», くぇおぇくせくっ おさせこくけ こっさっうゅさぇゃ-
てうえ «╁うすはいぬ», ぉにか くぇしすさけっく くぇ こけぉっょせ, くけ うゅさぇ こけてかぇ こけ こけたけあっきせ 
くぇ こさっょにょせとせの けつくせの ゃしすさっつせ しけこっさくうおけゃ しちっくぇさうの – くぇ すさう 
てぇえぉに きうくつぇく 》╉ «╃けくぉぇしし» けすゃっすうか っょうくしすゃっくくけえ てぇえぉけえ 
《っょけすっくおけ ゃ すさっすぬっき こっさうけょっ.

"╃うくぇきけ" (╋うくしお) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
【ぇえぉに: 1:0. ‶かねすす (╊ぇえくっ, ′うしおぇかぇ) - 05:19-ぉけか., 2:0. ]すぇしぬ 
(╋っかっておけ, ╇さゅか) - 17:26, 3:0. ╊ぇえくっ - 20:51, 3:1. 《っょけすっくおけ 
(╉ぇてこぇさ) - 58:51-ぉけか.
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]っさゅっえ  ╃っくうしけゃ    12.05.1990     [けししうは 

╇ゃぇく ╊うしせすうく      23.02.1987     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

』╄》¨╁, [¨]]╇ぅ

╋うたぇうか ╇ゅけさっゃうつ ╂¨╊¨╁╉¨╁
‶さっいうょっくす

ぃさうえ ╁かぇょうきうさけゃうつ ╊╄¨′¨╁
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╀さぇえぇく 《っえたう     02.03.1981     ]【┿ 

╃うくぇさ 》ぇそういせかかうく   05.01.1989     [けししうは 

ぅおけゃ ]っかっいくひゃ      04.08.1989     [けししうは 

╇ゅけさぬ ╂けかけゃおけゃ     17.05.1990     [けししうは 

╄ゃゅっくうえ ╀せしにゅうく    09.09.1987     [けししうは 

╁かぇょうきうさ ╋ぇかっゃうつ   02.07.1985     [けししうは 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

╃あけてせぇ 》っくくっししう    07.02.1985     ]【┿ 

╃っくうし ]っさゅっっゃ     24.08.1983     [けししうは 

〈さっゃけさ ╂うかかうし     30.01.1979     ╉ぇくぇょぇ 

╄ゃゅっくうえ 〈うきおうく     03.09.1990     [けししうは 

╂っけさゅうえ ╀っかけせしけゃ    26.12.1990     [けししうは 

╃あっさっきう ぅぉかけくしおう   21.03.1980     ╉ぇくぇょぇ 

┿くすけく ╉けさけかひゃ     26.01.1988     [けししうは 

‶ぇゃっか 』っさくけゃ     30.01.1990     [けししうは 

′うおうすぇ ╃ゃせさっつっくしおうえ  30.07.1991     [けししうは 

┿かっおしっえ ╀ぇょのおけゃ    20.04.1978     [けししうは 

╁はつっしかぇゃ ╉せかひきうく    14.06.1990     [けししうは 

┿くすけく 〈うたけきうさけゃ     23.08.1990     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ 』うしすはおけゃ   16.10.1986     [けししうは 

]っさゅっえ ╊っしくせたうく    09.02.1987     [けししうは 
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′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

╁╇〈ぅ╆を
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╁ さぇきおぇた さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ «╃けくぉぇしし» う «╁うすはいぬ» 
こさけゃっかう しさぇいせ つっすにさっ ゃしすさっつう, ゃ ょゃせた うい おけすけさにた ょけくつぇくっ こけぉっょうかう.
╁ しっいけくっ 2012/2013 くぇ こっさゃけき ねすぇこっ さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ おぇあょぇは 
おけきぇくょぇ  ╉》╊ こけきうきけ すけゅけ, つすけ  こさけゃけょうかぇ こけ けょくけえ うゅさっ くぇ しゃけっき う 
つせあけき こけかっ し おぇあょにき うい しけこっさくうおけゃ, ょけかあくぇ ぉにかぇ けすにゅさぇすぬ こけ 
けょくけきせ きぇすつせ くぇ しゃけっき う くぇ つせあけき こけかっ し しけこっさくうおけき, おけすけさにえ  
ゃにこぇょっす こけ あさっぉうの. «╃けくぉぇししせ» ょけしすぇかしは «╁うすはいぬ».
‶っさゃけっ けつくけっ こさけすうゃけしすけはくうっ しけしすけはかけしぬ 7 けおすはぉさは ゃ ╃けくっちおっ. 
〈けゅょぇ ゅけしすう し きうくうきぇかぬくにき しつっすけき ゃいはかう ゃっさた - 1:2.

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "╁うすはいぬ" (』ったけゃ) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
【ぇえぉに: 0:1. ‶ぇくぇさうく - 15:42-ぉけか., 1:1. 〈せここせさぇえくっく (╉ゃうすつっくおけ) - 
28:07, 1:2. ╀ぇょのおけゃ (╉けさけかのお, ╀っかけせしけゃ) - 47:30

[っゃぇくて ぉにか ゃいはす くぇ ゃにっいょっ. ′っょっかの しこせしすは, 13 けおすはぉさは, ゃ 』ったけゃっ ゃ 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «╁うすはいは» こさけゃっか すけかぬおけ ╀さぇえぇく 
《っえたう.

- ぉけかぬてっ ゃしった –15 てぇえぉ – いぇぉさけしうか ┿かっおしぇくょさ ╉けさけかのお, けく 
あっ くぇぉさぇか ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ –29(15+14).

- かせつてうっ ぇししうしすっくすに おけきぇくょに - ┿かっおしぇくょさ ╉けさけかのお  う 
╃あけてせぇ 》っくくっししう, くぇ うた しつっすせ  こけ 14 さっいせかぬすぇすうゃくにた 
こっさっょぇつ. 

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

╁╇〈ぅ╆を
』╄》¨╁

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』:
ゃけさけすぇ ]すっこぇくぇ ╂けさはつっゃしおうた くっ ゃかっすっかけ くう けょくけえ てぇえぉに. ╆ぇすけ 
′》╊けゃしおうえ いぇとうすくうお «╃けくぉぇししぇ» ┿くすけく ╀ぇぉつせお し こっさっょぇつう ぅさけしかぇゃぇ 
¨ぉてせすぇ う 〈けせきぇしぇ ╉ううしおうくっくぇ さぇしこうしぇかしは ゃ ゃけさけすぇた ╉ぇしせすうくぇ ゃけ 
ゃさっきは うゅさに ゃ くっさぇゃくにた しけしすぇゃぇた. 
╃かは ぉっかけさせししおけゅけ ゃさぇすぇさは «╃けくぉぇししぇ» ねすけす きぇすつ しすぇか ょっぉのすくにき ゃ 
╉》╊. ╉ぇお けおぇいぇかけしぬ, ╂けさはつっゃしおうた ゃしっゅけ かうてぬ すさっすうえ ゅけかおうこっさ ╉》╊, 
おけすけさにえ ゃ ょっぉのすくけき きぇすつっ けしすぇゃうか しゃけう ゃけさけすぇ しせたうきう. 

"╁うすはいぬ" (』ったけゃ) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
【ぇえぉぇ: 0:1. ╀ぇぉつせお (¨ぉてせす, ╉ううしおうくっく) - 21:01-5た3

〈さっすうえ きぇすつ すぇおあっ けいくぇきっくけゃぇかしは こけぉっょけえ «╃けくぉぇししぇ». ′ぇ かぬょせ 
さけょくけえ ぇさっくに «╃させあぉぇ» ょけくっちおうっ たけおおっうしすに けすこさぇゃうかう ゃ ゃけさけすぇ 
«╁うすはいは» しさぇいせ てっしすぬ てぇえぉ, こさうつっき つっすにさっ うい くうた ぉにかう いぇぉさけてっくに 
ゃ すさっすぬっき こっさうけょっ.  ╁ うすけゅっ うゅさぇ いぇゃっさてうかぇしぬ しけ しつっすけき 6:4.

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "╁うすはいぬ" (』ったけゃ) - 6:4 (1:1, 1:2, 4:1)
【ぇえぉに: 0:1. 》っくくっししう (╉けさけかのお) - 03:46, 1:1 ╉けかぇさあ (╉ぇてこぇさ, 
〈せここせさぇえくっく) - 11:32, 1:2. 》っくくっししう (〈さけとうくしおうえ) - 20:54-ぉけか., 1:3. 
‶ぇくぇさうく - 32:17, 2:3. ‶けょたさぇょしおう (╉ぇてこぇさ, ╃ぇょけくけゃ) - 34:53-ぉけか., 
3:3. ╃ぇょけくけゃ (′っょけさけしす) - 45:54, 4:3. 《っょけすっくおけ (‶っすすっさししけく, 
《っょけすっくおけ) - 49:14, 5:3. 《っょけすっくおけ (〉うかしけく) - 52:37-5た3, 6:3. 
╁うさすぇくっく (╉ぇてこぇさ, ‶けょたさぇょしおう) - 53:57-ぉけか., 6:4. ╃ゃせさっつっくしおうえ 
(‶ぇくぇさうく, 』っさくけゃ) - 59:48-ぉけか.

]ゃけえ つっすゃっさすにえ こけっょうくけお おかせぉに こさけゃっかう 24 はくゃぇさは. ╃かは «╃けくぉぇししぇ» 
ねすけ ぉにかぇ こけしかっょくはは ゃにっいょくぇは しっさうは ゃ さぇきおぇた さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇ 
╉》╊ う こけしかっ うゅさに ゃ 』ったけゃっ ょけくつぇくっ ょっさあぇかう こせすぬ くぇ ╁けしすけお. ╁ 
せこけさくけえ ぉけさぬぉっ ぉせおゃぇかぬくけ くぇ こけしかっょくうた きうくせすぇた «╁うすはいの» せょぇかけしぬ 
けょけかっすぬ ょけくっちおうえ おかせぉ – 2:1.

"╁うすはいぬ" (』ったけゃ) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
【ぇえぉに: 0:1. ╉ううしおうくっく (‶けょたさぇょしおう, ′っょけさけしす) - 04:08-ぉけか., 1:1. 
‶けょいうくぬて (《っえたう) - 08:51, 2:1. 》っくくっししう (》ぇそういせかかうく, ‶ぇくぇさうく) - 
52:56
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ぅく ╊ぇてぇお       10.04.1979     ]かけゃぇおうは 

╇ゅけさぬ 【っしすひさおうく    30.12.1995     [けししうは 

┿かっおしっえ ぅたうく      26.03.1984     [けししうは 

]っさゅっえ ╀けさうしけゃ     18.10.1985     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

╋¨]╉╁┿, [¨]]╇ぅ

╁はつっしかぇゃ ╇ゃぇくけゃうつ ]〈┿[【╇′¨╁ 
‶さっいうょっくす

《ひょけさ ╊っけくうょけゃうつ ╉┿′┿[╄╈╉╇′
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╁ぇかっさうえ ╁ぇしうかぬっゃ    31.05.1994     [けししうは

┿くょさっえ 【っそっさ     26.07.1981     [けししうは 

╋うたぇうか ╋ぇきおうく     07.08.1990     [けししうは 

╃っくうし ╀けょさけゃ      22.08.1986     [けししうは

╁しっゃけかけょ ]けさけおうく   29.10.1993     [けししうは 

′うおうすぇ 】うすけゃ     24.12.1983     [けししうは

ぅさけしかぇゃ ¨ぉてせす     03.09.1976     ]かけゃぇおうは 

╄ゃゅっくうえ ╉せかうお     12.06.1993     [けししうは 

╂さうゅけさうえ ╅っかょぇおけゃ   11.02.1992     [けししうは 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

╄ゅけさ ╋うたぇえかけゃ     23.07.1978     [けししうは 

┿くぇすけかうえ ′うおけくちっゃ   25.06.1990     [けししうは 

′うおけかぇえ ╀せてせっゃ     14.03.1985     [けししうは 

╋うたぇうか ぃくぬおけゃ     16.02.1986     [けししうは 

‶せゅけかけゃおうく ┿さすっき    26.01.1992     [けししうは 

╁うおすけさ ╀けぉさけゃ     01.01.1984     [けししうは 

╁はつっしかぇゃ ╉けいかけゃ    03.05.1972     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ [けきぇくけゃしおうえ 08.06.1987     [けししうは

┿さすひき ╁けさけくうく      22.07.1991     [けししうは 

┿くょさっえ ┿くおせょうくけゃ    11.02.1991     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ]せゅかけぉけゃ   15.01.1982     [けししうは 

╃ぇくううか ╄さょぇおけゃ    04.06.1989     [けししうは 

‶ぇゃっか ╋っょゃっょっゃ    08.01.1992     [けししうは 

╀さぇくおけ [ぇょうゃけっゃうつ   24.11.1980     ]かけゃぇおうは 

′うおけかぇえ 【おっくうく    20.10.1990     [けししうは 
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¨ぉぇ きぇすつぇ «╃けくぉぇししぇ» う «]こぇさすぇおぇ» ゃ さっゅせかはさくけき つっきこうけくぇすっ 
いぇゃっさてうかうしぬ こけぉっょけえ きけしおゃうつっえ. 
╁ こっさゃにえ さぇい «╃けくぉぇしし» こさうくうきぇか «]こぇさすぇお», おけすけさにえ こさうぉにか ゃ 
╃けくっちお し しけかうょくけえ ゅさせここけえ こけょょっさあおう ゃ ょゃっ しけすくう そぇくけゃ, 30 
しっくすはぉさは. 

′っしきけすさは くぇ ょうくぇきうつくせの うゅさせ, けしくけゃくけっ ゃさっきは, おぇお う けゃっさすぇえき, 
いぇゃっさてうかうしぬ し くうつっえくにき しつっすけき – こけ くせかはき. ぁすけ ぉにかぇ こっさゃぇは 
くせかっゃぇは うゅさぇ ゃ うしすけさうう ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ ゃ ╉》╊.  《うくぇかぬくぇは すけつおぇ 
ぉにかぇ こけしすぇゃかっくぇ すけかぬおけ ゃ しっさうう こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ.

«╃けくぉぇしし» (╃けくっちお) - «]こぇさすぇお» (╋けしおゃぇ) - 0:1 ╀ (0:0, 0:0, 
0:0, 0:0, 0:1)
]っさうは こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ. ╅せおけゃ - きうきけ, ′っょけさけしす - きうきけ, 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ′う けょうく うい たけおおっうしすけゃ «]こぇさすぇおぇ» くっ こさけゃっか ゃしっ 52 うゅさに 
«さっゅせかはさおう».

- ぉけかぬてっ ゃしった いぇぉさけしうか ′うおけかぇえ ╀せてせっゃ – 11 てぇえぉ.
- ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ –21 (4+17) - くぇぉさぇか ╀さぇくおけ [ぇょうゃけっ-

ゃうつ. ¨く あっ う かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに, くぇ っゅけ しつっすせ  17 
さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

]‶┿[〈┿╉
╋¨]╉╁┿

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』:
‶っすさけゃ - ゃさぇすぇさぬ, 《っょけすっくおけ - ゃさぇすぇさぬ, [せあうつおぇ - ゃさぇすぇさぬ, ╀ぇぉつせお - 
ゃさぇすぇさぬ, ‶っすすっさししけく - こっさっおかぇょうくぇ, ╂せぉうく - ゃさぇすぇさぬ, ╃ぇょけくけゃ - ゅけか, 
[せあうつおぇ - ゅけか, ′っょけさけしす - ゃさぇすぇさぬ, [せあうつおぇ - てすぇくゅぇ, ‶けょたさぇょしおう - 
ゃさぇすぇさぬ, ╅せおけゃ - ゅけか
╁け ゃすけさけえ さぇい おけきぇくょに ゃしすさっすうかうしぬ しさぇいせ こけしかっ こさぇゃけしかぇゃくけゅけ 
[けあょっしすゃぇ, 8 はくゃぇさは. ╁ ょっぉのすっ きぇすつぇ «╃けくぉぇしし» しせきっか こさっさゃぇすぬ 
くっこさうはすくせの しっさうの うい 14 きぇすつっえ おさはょせ, おけゅょぇ こさけこせしおぇか こっさゃにき.
╃けくつぇくっ けすおさにかう しつっす, くけ ゃしっ あっ せしすせこうかう きけしおけゃしおけえ おけきぇくょっ. ぁすけ 
ぉにかぇ こっさゃぇは うゅさぇ ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ こけしかっ けすなっいょぇ ′》╊かけゃちっゃ いぇ 
けおっぇく. ]けけすゃっすしすゃっくくけ ういきっくうかしは う しけしすぇゃ - こっさゃけっ いゃっくけ しけしすぇゃうかう 
╃ぇょけくけゃ-′っょけさけしす-╉ううしおうくっく, ぇ つっすゃっさすけっ - ╁ぇしうかぬっゃ, ╁うさすぇくっく う 
〈ぇさぇしけゃ. ╇ っしかう ╁ぇしうかぬっゃ けすおさにか しつっす こけっょうくおぇき いぇ «╃けくぉぇしし» ゃ 
╉》╊, すけ こけしかっょくうえ う ゃけゃしっ ょっぉのすうさけゃぇか ゃ しうかぬくっえてっえ かうゅっ 
おけくすうくっくすぇ. ′ぇゃっさくはおぇ, ぉけかっかぬとうおぇき «╃けくぉぇししぇ» くぇょけかゅけ いぇこけき-
くうかしは ょさぇきぇすうつくにえ そうくぇか ねすけえ うゅさに -  すさっくっさしおうえ てすぇぉ ょけくっちおけゅけ 
おかせぉぇ こけてっか ゃぇ-ぉぇくお, いぇきっくうゃ ゃさぇすぇさは くぇ てっしすけゅけ こけかっゃけゅけ うゅさけおぇ, 
くけ いぇ こけかきうくせすに ょけ おけくちぇ こけっょうくおぇ ¨かっゅ ‶っすさけゃ けすこさぇゃうか てぇえぉせ ゃ 
くっいぇとうとっくくにっ ゃけさけすぇ «╃けくぉぇしし». 3:1 – こけぉっょぇ たけいはっゃ かぬょぇ.

"]こぇさすぇお" (╋けしおゃぇ) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
【ぇえぉに: 0:1. ′っょけさけしす (〈っさっとっくおけ, ╉ううしおうくっく) - 23:34, 1:1. 
′うおけくちっゃ - 52:16, 2:1. ぃくぬおけゃ ([ぇょうゃけっゃうつ) - 57:38, 3:1. ‶っすさけゃ - 
こ.ゃ.
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╋うたぇうか ╀うさのおけゃ    13.10.1985     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ╂ぇかぇえてぇ   06.04.1991     [けししうは 

ぁょゅぇさし ╋ぇしぇかぬしおうし   31.03.1980     ╊ぇすゃうは 

╁[┿〈┿[╇

》┿′〈｠-╋┿′]╇╈]╉, [¨]]╇ぅ

╃きうすさうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ 
╋╇╆╂〉╊╇′ 
‶さっょしっょぇすっかぬ こさぇゃかっくうは

╀けさうし ┿かっおしっっゃうつ ′¨╁¨[〉]¨╁ 
╃うさっおすけさ

]っさゅっえ ╋うたぇえかけゃうつ 【╄‶╄╊╄╁
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╉うさうかか ]ぇそさけくけゃ    26.02.1981     [けししうは  

┿かっおしっえ ‶っこっかはっゃ    16.06.1984     [けししうは 

╋ぇさっお 〈さけくつうくしおう    13.09.1988     』ったうは 

╄ゃゅっくうえ 》ゃけしすけゃ     28.05.1981     [けししうは 

╉うさうかか ╃ぬはおけゃ      21.05.1993     [けししうは 

╃っくうし ╂さっぉっておけゃ     11.10.1983     [けししうは 

╉うさうかか ‶せすうかけゃ    01.11.1988     [けししうは 

[うくぇす ╇ぉさぇゅうきけゃ    07.03.1986     [けししうは 

〈けきぇて ]すぇさけしすぇ     20.05.1981     ]かけゃぇおうは 
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7

13

28

44

79

82

87

91

30

33

41

╆┿】╇〈′╇╉╇

╃きうすさうえ ┿かすぇさひゃ     13.08.1980     [けししうは 

╇ゃぇく 》かにくちっゃ     16.06.1981     [けししうは

┿くすけく ╀せす       03.07.1980     [けししうは 

╊うくせし ╁うょっかかぬ     05.05.1985     【ゃっちうは 

┿さすひき ╀せかはくしおうえ    16.03.1985     [けししうは 

┿くすけく ╉さにしぇくけゃ     25.03.1987     [けししうは 

╇ゅけさぬ ]おけさけたけょけゃ    04.05.1986     [けししうは 

╁うすぇかうえ ]うすくうおけゃ    20.10.1981     [けししうは 

╋ぇおしうき ╀っかはっゃ      24.08.1979     [けししうは 

╇ゅけさぬ ╋ぇゅけゅうく     16.09.1981     [けししうは 

┿くょさっえ ╉せいぬきうく    05.04.1981     [けししうは 

]っさゅっえ ╃っきぇゅうく     19.07.1986     ╀っかぇさせしぬ 

]すぇくうしかぇゃ ╀けつぇさけゃ   20.06.1991     [けししうは 

╉けくしすぇくすうく ╂かぇいぇつっゃ  18.02.1985     [けししうは 

╋うたぇうか ╅せおけゃ     03.01.1985     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ [にぉぇおけゃ   11.08.1985     [けししうは 

9

11

17

18

19

21

23

25

27

48

51

59

71

47

35

24

′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

ぃ╂[┿
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] おけきぇくょけえ うい ょぇかっおけゅけ 》ぇくすに-╋ぇくしうえしおぇ 》╉ «╃けくぉぇしし» こさけゃっか ょゃっ 
うゅさに ゃ さぇきおぇた さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ: ょけきぇてくのの ゃしすさっつせ 
ょけくっちおうっ たけおおっうしすに ゃにうゅさぇかう, ぇ ゃけす くぇ ゃにっいょっ こけぉっょせ こさぇいょくけゃぇか 
しけこっさくうお.

‶っさゃぇは ゃしすさっつぇ こさけてかぇ くぇ かぬょせ «┿さっくぇ-ぃゅさぇ» 19 けおすはぉさは 2012ゅ. 
‶けゃっょは ゃ しつっすっ こけしかっ てぇえぉに ╄ゃゅっくうは ╃ぇょけくけゃぇ, ょけくつぇくっ くっ しきけゅかう 
せょっさあぇすぬ こさっうきせとっしすゃぇ う せしすせこうかう.

"ぃゅさぇ" (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 3:1 (0:1, 
1:0, 2:0)
【ぇえぉに: 0:1. ╃ぇょけくけゃ (¨ぉてせす, ′っょけさけしす) - 16:13-ぉけか., 1:1. ]おけさけたけ-
ょけゃ (‶っこっかはっゃ) - 28:14, 2:1. ╂けかけゃうく (╊ぇこっくおけゃ, ╁うょっかかぬ) - 47:51, 
3:1. ╀せす - 59:37

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «ぃゅさに»  こさけゃっかう ╋ぇさっお 〈さけくつうく-
しおう, ┿かっおしっえ ‶っこっかはっゃ う ]すぇくうしかぇゃ ╀けつぇさけゃ.

- ぉけかぬてっ ゃしった – 27 てぇえぉ – いぇぉさけしうか ╇ゅけさぬ ]おけさけたけょけゃ, けく 
あっ くぇぉさぇか ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 42 (27+15).

- かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに - ╁うすぇかうえ ]うすくうおけゃ, くぇ っゅけ 
しつっすせ  20 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

ぃ╂[┿
》┿′〈｠-╋┿′]╇╈]╉

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』:
]こせしすは きっしはち, ゃけ ゃすけさけき こさけすうゃけしすけはくうう, せあっ くぇ ょけきぇてくっき かぬょせ 
«╃けくぉぇしし» しきけゅ さっぇぉうかうすうさけゃぇすぬしは ゃ ゅかぇいぇた しゃけうた ぉけかっかぬとうおけゃ. 

‶さけこせしすうゃ こっさゃにきう, ょけくつぇくっ けすこさぇゃうかう ゃ ゃけさけすぇ «ぃゅさに» ゃ けぉとっえ 
しかけあくけしすう つっすにさっ てぇえぉに. 

╁ ねすけき きぇすつっ しゃけっ こっさゃけっ けつおけ いぇ «╃けくぉぇしし» ゃ さっゅせかはさくけき つっきこうけ-
くぇすっ ╉》╊ くぇぉさぇか きけかけょけえ くぇこぇょぇのとうえ ╄ゃゅっくうえ ′うおうそけさけゃ, おけすけさにえ 
けすきっすうかしは さっいせかぬすぇすうゃくにき こぇしけき. 

╁ ねすけき あっ きぇすつっ ょっぉのすうさけゃぇか っとっ けょうく きけかけょけえ くぇこぇょぇのとうえ 
«╃けくぉぇししぇ»  - ╄ゅけさ ╋けさけいけゃ.

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) – "ぃゅさぇ" (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお) – 4:2 (0:1, 
3:1, 1:0) 
【ぇえぉに: 0:1. ╉せいぬきうく ([にぉぇおけゃ) - 10:07, 1:1. ′っょけさけしす - 23:50-きっく., 
1:2. ╂かぇいぇつっゃ (╁うょっかかぬ, ┿かすぇさっゃ) - 33:43, 2:2. ╉けつっすおけゃ (′うおうそけさけゃ, 
〉うかしけく) - 38:29, 3:2. ‶けょたさぇょしおう (╉ぇてこぇさ, ╃ぇょけくけゃ) - 39:59, 4:2. 
╉ぇてこぇさ (╃ぇょけくけゃ, ′っょけさけしす) - 43:43
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╄ゃゅっくうえ ╊けぉぇくけゃ    25.06.1984     [けししうは 

]ぇゃゃぇ ╀けさけょうく     06.12.1991     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂, [¨]]╇ぅ

‶さぇゃうすっかぬしすゃけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう
╁かぇょっかっち おかせぉぇ

╇ゅけさぬ ]っさゅっっゃうつ 〉╊┿′¨╁ 
╇. け. ゅかぇゃくけゅけ すさっくっさぇ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

┿かっおしぇくょさ ]ぇいけくけゃ   29.11.1980     [けししうは 

╄ゃゅっくうえ ╉せさぉぇすけゃ    18.05.1988     [けししうは 

]っさゅっえ ]すせこうく     14.09.1979     [けししうは 

╀さぇくうしかぇゃ ╋っいっう    08.10.1980     ]かけゃぇおうは 

╃っくうし ]けおけかけゃ     27.01.1977     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ぃおしっっゃ   05.03.1988     [けししうは

╄ゃゅっくうえ [にぉくうちおうえ   08.07.1989     [けししうは

′うおうすぇ 〈さはきおうく    30.08.1994     [けししうは 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

‶ぇゃっか ╁けさけぉぬひゃ     05.05.1982     [けししうは 

╇ゅけさぬ ╄きっかっっゃ     07.03.1981     [けししうは 

]すぇくうしかぇゃ ╅きぇおうく   25.06.1982     [けししうは 

┿さすひき ╉さのおけゃ     05.03.1982     [けししうは 

╄ゃゅっくうえ ╊ぇこっくおけゃ    01.08.1984     [けししうは 

┿かっおしっえ ╋ぇおっっゃ     25.11.1991     [けししうは 

《ひょけさ ╋ぇかにたうく     13.11.1990     [けししうは 

]っさゅっえ ′っきけかけょにてっゃ  30.03.1985     [けししうは 

′うおけかぇえ ‶さけくうく    13.04.1979     [けししうは 

《うかうここ ]ぇゃつっくおけ    20.11.1991     [けししうは 

┿かっおしっえ ]うきぇおけゃ    07.04.1979     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ]すさっかぬちけゃ  31.01.1990     [けししうは 

╁ぇしうかうえ ]すさっかぬちけゃ   31.01.1990     [けししうは 

]っさゅっえ 』うしすはおけゃ    03.05.1990     [けししうは 

[ぇしすうしかぇゃ 【こうさおけ   21.06.1984     ]かけゃぇおうは 
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′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

┿╁〈¨╋¨╀╇╊╇]〈
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╇しすけさうの けつくにた こさけすうゃけしすけはくうえ «╃けくぉぇしし» う «┿ゃすけきけぉうかうしす» 
くぇつぇかう こうしぇすぬ ねすうき かっすけき ゃけ ゃさっきは Donbass Open Cup. 
╃けくっちおうえ おかせぉ, おけすけさにえ すけかぬおけ ゅけすけゃうかしは お しすぇさすせ ゃ しゃけっき こっさゃけき 
しっいけくっ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊, せしすせこうか ゃ せこけさくけえ ぉけさぬぉっ ゅけしすはき, おけすけさにっ 
かせつてっ うしこけかくうかう こけしかっきぇすつっゃにっ ぉさけしおう. 
ぁすぇ こけぉっょぇ けおぇいぇかぇしぬ さってぇのとっえ, う «┿ゃすけきけぉうかうしす» そうくうてうさけゃぇか 
ゃすけさにき, くぇぉさぇゃ さぇゃくけっ し «╃けくぉぇししけき» おけかうつっしすゃけ ぉぇかかけゃ, くけ 
けこっさっょうゃ たけいはっゃ こけ さっいせかぬすぇすぇき かうつくにた ゃしすさっつ. 

Donbass Open Cup
"╃けくぉぇしし" – "┿ゃすけきけぉうかうしす" – 2:3╀ (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
【ぇえぉぇ: 0:1. ]すさぇおぇ (【こうさおけ) - 12:37, 0:2. ]すさっかぬちけゃ ┿. (]すさっかぬちけゃ 
╁., 』うしすはおけゃ) - 19:04, 1:2. ‶うかぇさあ (╉けつっすおけゃ) - 28:38, 2:2. ‶っすすっさし-
しけく (╉ぇてこぇさ, ‶けょたさぇょしおう) - 29:55

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ′う けょうく うい たけおおっうしすけゃ ゃ しけしすぇゃっ «┿ゃすけきけぉうかうしすぇ» くっ 
こさけゃっか ゃしっ 52 うゅさに «さっゅせかはさおう». 

- ぉけかぬてっ ゃしった –15 てぇえぉ – いぇぉさけしうか ]すぇくうしかぇゃ ╅きぇおうく.
- ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 33 (9+24)– くぇぉさぇか  ┿かっおしっえ 

]うきぇおけゃ, けく あっ う かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

┿╁〈¨╋¨╀╇╊╇]〈
╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』: ╉》╊
╁け ゃすけさけえ けつくけえ ゃしすさっつっ おけきぇくょ, おけすけさぇは しけしすけはかぇしぬ 22 けおすはぉさは 
2012 ゅけょぇ ゃ さぇきおぇた さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊, くぇ ゅかぇいぇた 
ょけくっちおうた いさうすっかっえ «╃けくぉぇしし» ゃいはか さっゃぇくて, けぉにゅさぇゃ ゅけしすっえ しけ 
しつっすけき 4:2. 

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "┿ゃすけきけぉうかうしす" (╄おぇすっさうくぉせさゅ) - 4:2 
(2:2, 2:0, 0:0)
【ぇえぉに: 0:1. ╅きぇおうく (╋っいっえ) - 09:06, 1:1. ′っょけさけしす - 09:55, 2:1. 
〈せここせさぇえくっく (‶うかぇさあ) - 10:20, 2:2. 【こうさおけ (]うきぇおけゃ) - 11:24, 3:2. 
╃ぇょけくけゃ (〉うかしけく) - 27:57-ぉけか., 4:2. ‶けくうおぇさけゃしおうえ (《っょけすっくおけ) - 
38:08

〈さっすぬは ゃしすさっつぇ しけしすけはかぇしぬ 3 ょっおぇぉさは 2012 ゅ. くぇ かぬょせ ╉[╉ «〉さぇかっち» ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅっ. ′け う すせす せょぇつぇ ぉにかぇ ぉけかっっ ぉかぇゅけしおかけくくぇ お ょけくつぇくぇき 
- うゅさぇ いぇゃっさてうかぇしぬ しけ しつっすけき 3:4.

«┿ゃすけきけぉうかうしす» (╄おぇすっさうくぉせさゅ) – «╃けくぉぇしし» (╃けくっちお) – 3:4 
(1:0, 1:1, 1:3) 
【ぇえぉに: 1:0. ╂せしっゃ (]うきぇおけゃ) - 06:33, 1:1. ╉けつっすおけゃ (╀ぇぉつせお, 
《っょけすっくおけ) - 20:43-ぉけか., 2:1. 〈さはきおうく (╉さのおけゃ) - 38:20-ぉけか., 3:2. 
‶っすすっさししけく (╁うさすぇくっく, 〈せここせさぇえくっく) - 51:37, 3:3. 《っょけすっくおけ 
(╁ぇさかぇきけゃ) - 51:51, 3:4. 〉うかしけく (′っょけさけしす, ╃ぇょけくけゃ) - 57:41-ぉけか. 
¨ すけき, おぇおけゃに こっさしこっおすうゃに «┿ゃすけきけぉうかうしすぇ» ゃ ╉せぉおっ «′ぇょっあょに» 
さぇししおぇいぇか ねおし-ゃさぇすぇさぬ ねすけえ おけきぇくょに, こっさってっょてうえ ゃ «╃けくぉぇしし» 
こっさっょ いぇおさにすうっき すさぇくしそっさくけゅけ けおくぇ, ╉さうしすけそっさ 》けかす: «╃せきぇの, つすけ 
«┿ゃすけきけぉうかうしすせ» ゃ ╉せぉおっ «′ぇょっあょに» こさうょっすしは くっこさけしすけ, こけしおけかぬおせ 
う «ぃゅさぇ», う «┿きせさ», おけすけさにっ くっ こさけてかう ゃ こかっえ-けそそ うい ╁けしすけつくけえ 
おけくそっさっくちうう, くぇしすさけっくに けつっくぬ しっさぬっいくけ う こさうかけあぇす ゃしっ せしうかうは ょかは 
すけゅけ, つすけぉに いぇゃけっゃぇすぬ ねすけす おせぉけお».
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┿かっおしっえ ╉せいくっちけゃ    01.02.1983     [けししうは 

┿かっおしっえ ╋せさにゅうく    16.11.1986     [けししうは 

┿かっおしっえ ╀っさっしすくっゃ   12.04.1991     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

》┿╀┿[¨╁]╉, [¨]]╇ぅ

【こけさす ╁はつっしかぇゃ ╇╁┿′¨╁╇』 
‶さっょしっょぇすっかぬ こけこっつうすっかぬしおけゅけ しけゃっすぇ

ぃさうえ ╊ぇいぇさっゃうつ 》[╇╆╋┿′ 
‶さっいうょっくす

╄ゃゅっくうえ ′うおけかぇっゃうつ ‶¨‶╇》╇′
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

〈けこう ぅぇおけかぇ      15.11.1983     《うくかはくょうは 

┿くょさっえ ]っさゅっっゃ     26.03.1991     [けししうは

╁かぇょうきうさ ╊けゅうくけゃ   01.01.1981     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ╊けゅうくけゃ   18.02.1987     [けししうは

┿くすけく ‶けかっとせお     21.02.1987     [けししうは  

╇かぬてぇす ╀うかぇかけゃ    15.01.1985     [けししうは 

′うおうすぇ ╉けさけゃおうく    03.12.1983     [けししうは 

╄ゅけさ ′ぇきっしすくうおけゃ    05.04.1992     [けししうは 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

‶っさすすせ ╊うくょゅさっく    26.08.1987     《うくかはくょうは 

╋うたぇうか 《うしっくおけ    01.06.1990     [けししうは 

╃きうすさうえ 〈ぇさぇしけゃ    13.02.1979     [けししうは 

ぃたぇ-‶っおおぇ 》のすひくっく   22.05.1981     《うくかはくょうは 

ぅくくっ ╊ぇたすう      20.07.1982     《うくかはくょうは 

╄ゃゅっくうえ ╉けさけすおけゃ    10.12.1987     [けししうは 

╃きうすさうえ ╊せゅうく     01.04.1990     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ ぃくぬおけゃ   21.11.1982     [けししうは 

〈うきけそっえ 【うておぇくけゃ   10.06.1983     [けししうは 

╁うすぇかうえ 〈っしかっくおけ    15.02.1993     [けししうは 

┿くすけく ╋ぇかにてっゃ     24.02.1985     [けししうは 

╁はつっしかぇゃ ╊うすけゃつっくおけ  07.01.1990     [けししうは 

┿くょさっえ ]すっこぇくけゃ    14.04.1986     [けししうは 

╄ゃゅっくうえ ¨さかけゃ     24.10.1990     [けししうは 

′うおうすぇ ╂せしっゃ       08.07.1992     [けししうは 
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′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

┿╋〉[
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╁ さっゅせかはさくけき つっきこうけくぇすっ ╉》╊ «╃けくぉぇしし» う «┿きせさ» ゃしすさっつぇかうしぬ 
ょゃぇあょに.
‶っさゃにえ こけっょうくけお しけしすけはかしは 19 しっくすはぉさは ゃ ╃けくっちおっ. 〈けゅょぇ, ょけくっちおうっ 
たけおおっうしすに, おけすけさにっ すけかぬおけ «ゃおぇすにゃぇかうしぬ» ゃ しっいけく う こさけゃけょうかう しゃけの 
こっさゃせの ょけきぇてくのの しっさうの, せしすせこうかう すけゅょぇ っとっ こけょけこっつくにき 》ぇくくせ 
╈けさすうおおう し きうくうきぇかぬくにき しつっすけき 2:3. 

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "┿きせさ" (》ぇぉぇさけゃしお) - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
【ぇえぉに: 1:0. ′っょけさけしす (╃ぇょけくけゃ, ¨ぉてせす) - 21:46, 1:1. 【うすうおけゃ 
(╉けさけすおけゃ, ╀うかぇかけゃ) - 22:01, 1:2. ‶っすさせあぇかっお (¨あうゅぇくけゃ) - 23:02, 
2:2. 〈せここせさぇえくっく (〉うかしけく, ╁うさすぇくっく) - 38:34, 2:3. ¨しうこけゃ (╊けゅうくけゃ, 
》のすっくっく) - 41:04-ぉけか.

╁け ゃすけさけえ さぇい «╃けくぉぇしし» ゃしすさっすうかしは し «┿きせさけき» せあっ ゃ 》ぇぉぇさけゃしおっ. 

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «┿きせさぇ» こさけゃっか すけかぬおけ けょうく 
たけおおっうしす – ぃたぇ-‶っおおぇ 》のすひくっく.

- ぉけかぬてっ ゃしった – 15 てぇえぉ – いぇぉさけしうか ぅおせぉ ‶っすさせあぇかっお, けく 
あっ くぇぉさぇか ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ – 33 (15+18).

- かせつてうえ ぇししうしすっくす おけきぇくょに ぃたぇ-‶っおおぇ 》のすひくっく, くぇ っゅけ 
しつっすせ 26 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

┿╋〉[
》┿╀┿[¨╁]╉

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』:
╆ぇ ねすけ ゃさっきは たぇぉぇさけゃしおうえ おかせぉ せしこっか しきっくうすぬ すさっくっさぇ, きっしすけ 》ぇくくせ 
╈けさすうおおう いぇくはか ╄ゃゅっくうえ ‶けこうたうく. 
′っしきけすさは くぇ ねすけ, ゃすけさぇは ゃしすさっつぇ いぇおけくつうかぇしぬ しけ しつっすけき 1:4 ゃ こけかぬいせ 
》╉ «╃けくぉぇしし», たけすは ょけくつぇくっ う こさけこせしすうかう こっさゃにきう.

"┿きせさ" (》ぇぉぇさけゃしお) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
【ぇえぉに: 1:0. ¨あうゅぇくけゃ (╊うくょゅさっく, 〈ぇさぇしけゃ) - 08:54-ぉけか., 1:1. 
′っょけさけしす - 16:22, 1:2. ‶っさっすはゅうく (╁うさすぇくっく) - 16:44, 1:3. [けぉうすぇえか - 
34:08-きっく., 1:4. ╉ううしおうくっく (╃ぇょけくけゃ, ′っょけさけしす) - 48:53

╁ しっさっょうくっ くけはぉさは, すけ っしすぬ こさはきけ こけ たけょせ しっいけくぇ, うい «┿きせさぇ» ゃ 
«╃けくぉぇしし» こっさってっか いぇとうすくうお ]っさゅっえ ‶っさっすはゅうく, おけすけさにえ いぇ おかせぉ うい 
》ぇぉぇさけゃしおぇ しにゅさぇか 103 きぇすつぇ. 

╆ぇ ょけくつぇく ‶っさっすはゅうく ゃ ねすけき しっいけくっ こさけゃっか 25 うゅさ, ゃ おけすけさにた 
けすきっすうかしは すさっきは てぇえぉぇきう う こはすぬの ぇししうしすぇきう, こさうつっき すさっすぬの てぇえぉせ 
けく いぇぉうか うきっくくけ ゃ ゃけさけすぇ しゃけっゅけ ぉにゃてっゅけ おかせぉぇ - ゅけか こけかせつうかしは 
おせさぬっいくにき - てぇえぉぇ こけしかっ さうおけてっすぇ こっさっかっすっかぇ ゃさぇすぇさは "┿きせさぇ" う 
けこせしすうかぇしぬ いぇ っゅけ しこうくけえ こさはきけ ゃ ゃけさけすぇ.
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ぃさうえ ╉かのつくうおけゃ     17.09.1983     [けししうは 

┿くょさっえ ╊うすゃうくけゃ    19.03.1993     [けししうは 

╇かぬは ]けさけおうく      04.08.1995     [けししうは

╁[┿〈┿[╇

′¨╁¨╉〉╆′╄『╉, [¨]]╇ぅ

╁ぇかっさうえ ╂っけさゅうっゃうつ ]╋¨╊╄╂¨
‶さっょしっょぇすっかぬ こけこっつうすっかぬしおけゅけ しけゃっすぇ

]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ ╉〉╆′╄『¨╁
‶さっいうょっくす

┿くぇすけかうえ ┿くぇすけかぬっゃうつ ╄╋╄╊╇′
╂かぇゃくにえ すさっくっさ

]けしすぇゃ おけきぇくょに くぇ 28.02.2013

╃っくうし ╄あけゃ      28.02.1985     [けししうは 

]すぇくうしかぇゃ [けきぇくけゃ   14.05.1987     [けししうは 

╆ぇたぇさ ┿さいぇきぇしちっゃ     06.11.1992     [けししうは 

╋うたぇうか ╉せおかっゃ     24.08.1982     [けししうは 

╇ゃぇく ]すさっぉおけゃ       26.06.1992     [けししうは

‶ぇゃっか ぅちっくおけゃ     18.07.1991     [けししうは 

╃きうすさうえ ╋っゅぇかうくしおうえ  15.04.1985     [けししうは 
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╆┿】╇〈′╇╉╇

╇かぬは ┿さおぇかけゃ       27.10.1993     [けししうは 

╃っくうし ╉せさっこぇくけゃ     30.03.1988     [けししうは

┿くすけく ╊ぇいぇさっゃ       29.05.1990     [けししうは

╃きうすさうえ 』っさくにた     27.02.1985     [けししうは

╉さうし ]ぇえきけく       30.01.1972     [けししうは 

╁かぇょうきうさ ╀っししけくけゃ    22.02.1990     [けししうは

′うおうすぇ ╁にゅかぇいけゃ      20.10.1985     [けししうは

┿かっおしぇくょさ ╋っさっしおうく    03.12.1987     [けししうは

┿かっおしぇくょさ ╇しかぇきけゃ    11.10.1986     [けししうは

╉けくしすぇくすうく 〈せさせおうく    28.09.1990     [けししうは

╁ぇょうき ╋うすさはおけゃ     18.04.1991     [けししうは

ぃさうえ ′ぇいぇさけゃ      13.11.1992     [けししうは

╃ぇきうさ ╅ぇそはさけゃ     17.03.1994     [けししうは

┿かっおしっえ ╄そうきけゃ     15.02.1988     [けししうは
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′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

╋╄〈┿╊╊〉[╂
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‶っさゃせの ゃしすさっつせ おかせぉに こさけゃっかう ゃ ╃けくっちおっ 17 しっくすはぉさは. ╃かは 
«╃けくぉぇししぇ» ねすけ ぉにかぇ ゃすけさぇは おさはょせ うゅさぇ, おけすけさぇは いぇおけくつうかぇしぬ 
しっさうっえ こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ. 
╉ぇお けおぇいぇかけしぬ, すぇおうた きぇすつっえ せ ょっぉのすぇくすぇ ぉせょっす くっきぇかけ.  ‶けぉっょくにえ 
ぉせかかうす くぇ しゃけえ しつっす いぇこうしぇか [ねくょう [けぉうすぇえか. ╉すけ すけゅょぇ ょせきぇか, つすけ 
おぇくぇょしおうえ くぇこぇょぇのとうえ つっさっい こぇさせ きっしはちっゃ う しぇき くぇょっくっす しゃうすっさ 
ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ? 

"╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - "╋っすぇかかせさゅ" (′けゃけおせいくっちお) - 3:4 ╀ (1:1, 
1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
【ぇえぉに: 0:1. ╊ぇいぇさっゃ - 00:49, 1:1. ╀ぇさすせかうし (╀っかせたうく) - 14:12, 1:2. 
╁にゅかぇいけゃ (╊けゅうくけゃ, ╇しかぇきけゃ) - 26:27, 1:3. [けぉうすぇえか (╀せきぇゅうく, 
╉せおかっゃ) - 31:32, 2:3. ′っょけさけしす (〉うかしけく) - 36:58, 3:3. 〈せここせさぇえくっく - 
52:22

‶け うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ しっいけくぇ 
2012/2013:

- ╁しっ 52 うゅさに ゃ しけしすぇゃっ «╋っすぇかかせさゅ» (′けゃけおせいくっちお)  
こさけゃっかう ╆ぇたぇさ ┿さいぇきぇしちっゃ, ]すぇくうしかぇゃ [けきぇくけゃ う ┿くすけく 
╊ぇいぇさっゃ 

- ぉけかぬてっ ゃしった いぇぉさけしうか ┿かっおしぇくょさ ╀せきぇゅうく – 15 てぇえぉ. ¨く 
あっ くぇぉさぇか  ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ- 37 (15+22).

- かせつてうき ぇししうしすっくすけき おけきぇくょに けおぇいぇかしは ╃きうすさうえ 
╉ぇゅぇさかうちおうえ, くぇ っゅけ しつっすせ  25 さっいせかぬすぇすうゃくにた こっさっょぇつ.

╃¨′╀┿]]
╃¨′╄『╉

╋╄〈┿╊╊〉[╂
′¨╁¨╉〉╆′╄『╉

╇]〈¨[╇ぅ ╁]〈[╄』: ]っさうは こけしかっきぇすつっゃにた ぉさけしおけゃ. ╉ぇてこぇさ - ゃさぇすぇさぬ, ]かっこにてっゃ - きうきけ, 
‶けょたさぇょしおう - ゃさぇすぇさぬ, ╄そうきけゃ - きうきけ, 〉うかしけく - ゃさぇすぇさぬ, [けぉうすぇえか – 
ゅけか!!!
╁け ゃさっきは はくゃぇさしおけゅけ こっさっさにゃぇ お «╃けくぉぇししせ» こさうしけっょうくうかうしぬ 
くぇこぇょぇのとうっ «╋っすぇかかせさゅぇ» - [ねくょう [けぉうすぇえか う ╃きうすさうえ ╉ぇゅぇさかうち-
おうえ, ぇ こけすけきせ ゃすけさせの ゃしすさっつせ けくう こさけゃけょうかう せあっ ゃ しけしすぇゃっ ょけくつぇく. 
╇ ねすせ うゅさせ ょけくっちおうえ おかせぉ ゃにうゅさぇか しけ しつっすけき 2:4. ╃ぇあっ いぇきっくぇ 
ゃさぇすぇさは くぇ てっしすけゅけ こけかっゃけゅけ ゃ そうくぇかっ きぇすつぇ くっ こけきけゅかぇ たけいはっゃぇき 
しさぇゃくはすぬ しつっす.
¨ぉぇ ねおし-うゅさけおぇ «╉せいくう» くぇぉさぇかう ゃ ねすけえ ゃしすさっつっ さっいせかぬすぇすうゃくにっ 
けつおう:  ╃きうすさうえ けすきっすうかしは てぇえぉけえ う ぇししうしすけき, ぇ [ねくょう  - こっさっょぇつっえ. 
╋っしすくにっ ぉけかっかぬとうおう ゃしすさっすうかう くけゃけうしこっつっくくにた ょけくぉぇししけゃちっゃ ぉっい 
おぇおけえ-かうぉけ すっくう せこさっおぇ. 
«╀けかっかぬとうおう けすかうつくけ こさうくはかう きっくは. ╀にかけ けつっくぬ こさうはすくけ しくけゃぇ 
けおぇいぇすぬしは いょっしぬ う うゅさぇすぬ. ] くっけぉにつくにきう つせゃしすゃぇきう ゃにたけょうか しっゅけょくは 
くぇ きぇすつ, きくけゅけ たけさけてっゅけ ゃしこけきうくぇかけしぬ», - けすきっすうか こけしかっ うゅさに 
[けぉうすぇえか. 
′っ けぉけてかけしぬ う ぉっい おせさぬっいけゃ – ゃ けょくけき うい ねこういけょけゃ くぇおぇいぇくくにえ 
╉ぇゅぇさかうちおうえ こけったぇか けすぉにゃぇすぬ てすさぇそ くっ お ゅけしすっゃけえ しおぇきっえおっ, ぇ くぇ 
かぇゃけつおせ けてすさぇそけゃぇくくにた ょかは たけいはっゃ.

"╋っすぇかかせさゅ" (′けゃけおせいくっちお) - "╃けくぉぇしし" (╃けくっちお) - 2:4 (1:1, 
1:1, 0:2)
【ぇえぉに: 1:0. ╁にゅかぇいけゃ (╊ぇいぇさっゃ, ╋っさっしおうく) - 03:35, 1:1. ╉ぇてこぇさ 
(╉ぇゅぇさかうちおうえ, [けぉうすぇえか) - 09:07-5た3, 1:2. ╁ぇさかぇきけゃ (╉けつっすおけゃ) - 
25:33, 2:2. 』っさくにた (┿さいぇきぇしちっゃ) - 37:05-4た4, 2:3. ╉ぇゅぇさかうちおうえ 
(╉ぇてこぇさ) - 51:20-ぉけか., 2:4. ╁ぇさかぇきけゃ - 58:45-こ.ゃ.
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╃さぇそす のくうけさけゃ  - ゃ ╃けくっちおっ!
25 ó 26 ½í　 ç がÜÖñî¡ñ äëÜúÑñö がëíâö 0ÖóÜëÜç とびず. ぜ▲ äÜäëÜïó¿ó äÜëí£½▲ü¿　öá Üß ~öÜ½ 
ïÜß▲öóó ÑÜÖñî¡óê ïäÜëöóçÖ▲ê ¢ÜëÖí¿óïöÜç – Ç¿íçÖÜÇÜ ëñÑí¡öÜëí äÜëöí¿í HotSport.ua ó 
ïÜßïöçñÖÖÜÇÜ ¡ÜëñïäÜÖÑñÖöí äÜëöí¿í allhockey.ru んÖÑëñ　 ぜíîñÇÜëÜ.

╃かは ぉけかぬてうくしすゃぇ せおさぇうくしおうた かのぉうすっかっえ しこけさすぇ, しかけゃけ ょさぇそす - 
くけゃけっ う くっこけくはすくけっ しけつっすぇくうっ ぉせおゃ ゃ かっおしうおけくっ. ╇い ゃしった 
しっきぇくすうつっしおうた すけかおけゃぇくうえ しかけゃぇ ょさぇそす, おけすけさにっ きけあくけ くぇえすう ゃ 
さぇいかうつくにた しかけゃぇさはた, こさうきっくうすっかぬくけ お たけおおっの, くぇうぉけかっっ 
こけょたけょうす そけさきせかうさけゃおぇ – くぇぉけさ くぇ ゃけうくしおせの しかせあぉせ, ゃっさぉけゃおぇ 
しけかょぇす.
‶け ぉけかぬてけきせ しつっすせ, ょさぇそす のくうけさけゃ ╉》╊, おけすけさにえ ゃ ねすけき ゅけょせ 
こさけたけょうす ゃ ╃けくっちおっ, はゃかはっすしは しぇきにき くぇしすけはとうき いうきくうき 
こさういにゃけき ょかは きけかけょにた «くっけぉしすさっかはくくにた» たけおおっうしすけゃ. ぁすけ ぉせょっす 
こさけちっょせさぇ ゃにぉけさぇ こさけそっししうけくぇかぬくにきう おけきぇくょぇきう うゅさけおけゃ, くっ 
うきっのとうた ぇおすうゃくけゅけ おけくすさぇおすぇ くう し けょくけえ おけきぇくょけえ ゃ かうゅっ. 
╉かのつっゃけっ ゃ ょさぇそすっ すけ, つすけ おかせぉに ╉》╊ こけかせつぇす こさぇゃぇ ゃにぉけさぇ 

きけかけょにた すぇかぇくすかうゃにた うゅさけおけゃ うい たけおおっえくにた ておけか, おけきぇくょに 
おけすけさにた くっ うゅさぇのす ゃ ╉》╊ うかう うい ておけか, しせとっしすゃせのとうた しぇきけしすけは-
すっかぬくけ. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, おけきぇくょに しきけゅせす せおさっこうすぬ しゃけう さはょに 
きけかけょっあぬの, ょぇあっ «けすけぉさぇゃ» しうかぬくにた たけおおっうしすけゃ せ しゃけうた 
おけくおせさっくすけゃ. 〈せす ゅかぇゃくけっ – おけきせ ょけしすぇくっすしは こさぇゃけ こっさゃけゅけ 
ゃにぉけさぇ.
╂かぇゃくにき きうくせしけき ょさぇそすぇ, おけすけさにえ おぇあょにえ ゅけょ ゃにいにゃぇっす くけゃせの 
ゃけかくせ おさうすうおう う ぉせさくにっ ょうしおせししうう, はゃかはっすしは すけ, つすけ こさうくけしは 
こけかぬいせ けょくうき, ねすぇ こさけちっょせさぇ くぇくけしうす ゃさっょ ょさせゅうき. ′っ うきっは 
ゃけいきけあくけしすう いぇとうすうすぬ ゃしの しゃけの きけかけょっあぬ けす ょさぇそすぇ, おかせぉに 
╉》╊ かうてっくに きけすうゃぇちうう ゃおかぇょにゃぇすぬ ぉけかぬてうっ しうかに ゃ ゃけしこうすぇくうっ 
しけぉしすゃっくくにた うゅさけおけゃ. ╃させゅけっ ょっかけ – ょさぇそす ゃ ]【┿, ╉ぇくぇょっ う 
┿ゃしすさぇかうう, ゅょっ せ おかせぉけゃ つぇしすけ くっす しけぉしすゃっくくにた しこけさすうゃくにた 
ておけか, う ゃ ょさぇそすっ せつぇしすゃせのす ゃけしこうすぇくくうおう くっいぇゃうしうきにた 
たけおおっえくにた ておけか う おかせぉけゃ.
╃さぇそす のくうけさけゃ ╉》╊ 2013 ゅけょぇ ぉせょっす こはすにき ゃ うしすけさうう ╉けくすうくっく-
すぇかぬくけえ たけおおっえくけえ かうゅう, う ゃこっさゃにっ こさけえょっす いぇ こさっょっかぇきう 
[けししうう. ‶け いぇょせきおっ けさゅぇくういぇすけさけゃ ょさぇそすぇ, «ょけくっちおうえ こさういにゃ» 
ょけかあっく しせとっしすゃっくくけ こけゃにしうすぬ うくすっさっし お たけおおっの ゃ 〉おさぇうくっ. ╉ 
しかけゃせ, おさぇえくうえ ょさぇそす, こさけたけょうゃてうえ ゃ 』っかはぉうくしおっ しこけしけぉしすゃけ-
ゃぇか くぇしすけはとっきせ ぉせきせ たけおおっは ゃ ねすけき ゅけさけょっ, う けぉっしこっつうか 
ゃにしけおせの くぇこけかくはっきけしすぬ かっょけゃけえ ぇさっくに きっしすくけゅけ «〈さぇおすけさぇ». 
╉ぇお こけおぇいにゃぇっす こさぇおすうおぇ, うゅさけおう, しすぇゃてうっ かうょっさぇきう ょさぇそすぇ, ゃ 
こけしかっょしすゃうっ しすぇくけゃはすしは くっいぇきっくうきにきう たけおおっうしすぇきう ぉけかぬてうた 
おけきぇくょ. ┿くすけく ]かっこにてけゃ うい こっくいっくしおけゅけ «╃ういっかは» せあっ うゅさぇっす ゃ 
«]ぇかぇゃぇす ぃかぇっゃっ», ぇ ゃけしこうすぇくくうお  «╋っつっかぇ» ╋うたぇうか ‶ぇてうく 
ゃにしすせこぇっす いぇ  «╊けおけきけすうゃ».
‶っさっょ すっき, おぇお ぇくけくしうさけゃぇすぬ こさけゃっょっくうっ ょさぇそすぇ のくうけさけゃ ゃ 
╃けくっちおっ, うい せしす ┿かっおしっは ╉うさっっゃぇ いゃせつぇかう しかけゃぇ, つすけ せおさぇうくしおうえ 
》╉ «╃けくぉぇしし» こけかせつうか こさうゃうかっゅうう こさう ゃにぉけさっ うゅさけおけゃ. ┿ ねすけ 
せあっ くっきぇかけ. ╉すけ いくぇっす, おぇおうっ すぇかぇくすに しせきっっす さぇいゅかはょっすぬ ゃけ 
ゃさっきは ょさぇそすぇ すさっくっさしおうえ てすぇぉ «╃けくぉぇししぇ»? ¨しすぇっすしは すけかぬおけ 
こけょけあょぇすぬ.

]っさゅっえ ┿ぉさぇきけゃ,
ゅかぇゃくにえ さっょぇおすけさ HotSport.ua

╃[┿《〈: ╃¨′╄『╉╇╈ ‶[╇╆｠╁

╆ぇきっしすうすっかぬ せこさぇゃかはのとっゅけ ょうさっおすけさぇ ┿′¨ "╉》╊" 
┿かっおしっえ ╉╇[╄╄╁
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‶さっあょっ ゃしっゅけ, くせあくけ けすきっすうすぬ, つすけ ょさぇそす のくうけさけゃ しけぉにすうっ 
いくぇおけゃけっ - ねすけ こさぇいょくうお たけおおっは ょかは かのぉけゅけ ゅけさけょぇ ゃ おけすけさけき けく 
こさけゃけょうすしは. ╃けくっちお けおぇあっすしは こけょ こさうしすぇかぬくにき ゃくうきぇくうっき くっ 
すけかぬおけ しけ しすけさけくに ぉけかっかぬとうおけゃ う そせくおちうけくっさけゃ かうゅう. ╂けさけょ う 
┿さっくぇ «╃させあぉぇ» こさうおせのす お しっぉっ ゃいゅかはょに ぇぉしけかのすくけ ゃしっゅけ 
たけおおっえくけゅけ きうさぇ. ぁすけ っょゃぇ かう くっ っょうくしすゃっくくけっ しけぉにすうっ ゃ 
しっいけくっ, おけゅょぇ ゃ けょくけき きっしすっ しけぉうさぇっすしは すぇおけっ けゅさけきくけっ 
おけかうつっしすゃけ たけおおっえくにた しこっちうぇかうしすけゃ - きっくっょあっさに おかせぉけゃ, 
すさっくっさに おけきぇくょ, しおぇせすに...╀けかぬてぇは せょぇつぇ, つすけ すぇおぇは ょけしすぇすけつくけ 
きけかけょぇは そさぇくてういぇ ╉》╊, おぇお 》╉ «╃けくぉぇしし», しすぇかぇ おかせぉけき 
こさけゃけょはとうき ょさぇそす のくうけさけゃ.
』すけ すぇおけっ ょさぇそす ょかは っゅけ せつぇしすくうおけゃ? ぁすけ すけす きけきっくす, おけゅょぇ 
きけかけょけえ うゅさけお こさぇおすうつっしおうえ ゃこっさゃにっ しすぇかおうゃぇっすしは し こさけそっししう-
けくぇかぬくにき たけおおっっき. ╉かせぉ, ゃにぉさぇゃてうえ うゅさけおぇ くぇ ょさぇそすっ, 
こさうけぉさっすぇっす うしおかのつうすっかぬくけっ こさぇゃけ くぇ いぇおかのつっくうっ し くうき 
おけくすさぇおすぇ. ┿ ねすけ けいくぇつぇっす, つすけ こさう こけしかっょせのとっき こけょこうしぇくうう し 
くうき しけゅかぇてっくうは, ゃしっ しこけさすうゃくにっ こさぇゃぇ くぇ うゅさけおぇ ぉせょせす 
こさうくぇょかっあぇすぬ おかせぉせ ゃ すっつっくうう ょけゃけかぬくけ ょけかゅけゅけ しさけおぇ. 
╄しすっしすゃっくくけ, おけきぇくょに, ゃにぉうさぇのとうっ こっさゃにきう, うきっのす ゃけいきけあ-
くけしすぬ こけかせつうすぬ ゃ しゃけの しすさせおすせさせ くぇうぉけかっっ すぇかぇくすかうゃにた うゅさけおけゃ 
ゃ ゃけいさぇしすっ 17 かっす. ╁にしけおうえ ゃにぉけさ くぇ ょさぇそすっ ょかは おかせぉぇ, し 
ぉけかぬてけえ ょけかっえ ゃっさけはすくけしすう けいくぇつぇっす, つすけ おけきぇくょぇ こけかせつうかぇ ゃ 
しゃけひ さぇしこけさはあっくうっ おさぇえくっ すぇかぇくすかうゃけゅけ うゅさけおぇ. 
]つうすぇっすしは, つすけ うきっくくけ うい-いぇ «¨すすぇゃに ]っくぇすけさい» (′》╊), ゃこっさゃにっ 
くぇ たけおおっえくけき ょさぇそすっ ぉにかぇ ゃゃっょっくぇ かけすっさっは, こさう さけいにゅさにてっ 
こっさゃけゅけ ゃにぉけさぇ. ╉けきぇくょぇ うい しすけかうちに ╉ぇくぇょに けすおさけゃっくくけ こかけたけ 
こさけゃけょうかぇ しっいけく 1992/1993, う ゃけいくうおかけ こけょけいさっくうっ, つすけ けくう 
さってうかう くぇきっさっくくけ こさけうゅさにゃぇすぬ ゃしっ きぇすつう, つすけぉに ゃにぉうさぇすぬ こけょ 
わ1! ] ちっかぬの うしおかのつうすぬ ょぇかぬくっえてうっ こさっちっょっくすに, くっきくけゅけ 
こけいあっ ゃ ′》╊ ゃこっさゃにっ ゃゃっかう かけすっさっの いぇ こさぇゃけ ゃにぉうさぇすぬ 
こっさゃにきう. ╁ ╉》╊ ねすけ こさぇゃけ さぇいにゅさにゃぇっすしは きっあょせ つっすにさぬきは 
おけきぇくょぇきう, いぇくはゃてうきう こけしかっょくうっ きっしすぇ ゃ さっゅせかはさくけき つっきこうけ-
くぇすっ. 
╁ けぉっうた かうゅぇた こさけちっょせさぇ こさけゃっょっくうは いぇくうきぇっす ょゃぇ ょくは. ′け ゃ 
′》╊ くっす くうおぇおうた きぇすつっえ こっさゃにた うゅさけおけゃ さっえすうくゅぇ しおぇせすしおけゅけ 
ぉのさけ かうゅう. ╆ぇ けおっぇくけき, ゃ こっさゃにえ う しぇきにえ ゃけかくうすっかぬくにえ ょっくぬ, 
こさう こっさっこけかくっくくけえ ぇさっくっ すけさあっしすゃっくくけ こさけうしたけょうす ゃにぉけさ 
こっさゃにた すさうょちぇすう かせつてうた. ] きぇししけえ そけすけしっししうえ, すけさあっしすゃっくくにき 
ゃさせつっくうっき うゅさけゃにた しゃうすっさけゃ おかせぉけゃ う ぉっしつうしかっくくにきう うくすっさゃぬの. 
╁け ゃすけさけえ ょっくぬ ゃしひ こさけうしたけょうす ゅけさぇいょけ しおさけきくっっ う ぉにしすさっっ - 
おけきぇくょに ょっかぇのす しゃけう ゃにぉけさに っとひ ゃ てっしすう さぇせくょぇた. 
╁ けすかうつうっ けす ╉》╊, しすさぇくに せつぇしすくうち おけすけさけえ こさぇおすうつっしおう くっ 
うきっのす «きうくけさくにた» かうゅ, ゃ ′》╊ おかせぉに くっ うきっのす こさぇゃうかぇ, こけ 

おけすけさけきせ けくう きけゅせす «いぇとうすうすぬ» くっしおけかぬおけ うゅさけおけゃ けす ゃにぉけさぇ うた 
ょさせゅうきう おかせぉぇきう.
╄しすぬ っとひ さはょ こさうくちうこうぇかぬくにた さぇいかうつうえ, お こさうきっさせ, ゃ ╉》╊ 
うゅさけおう こけこぇょぇのす くぇ ょさぇそす ゃ ゃけいさぇしすっ くっ きかぇょてっ 17 かっす, ゃ ′》╊ 
ょかは ねすけゅけ のくうけさせ ょけかあくけ ぉにすぬ 18 こけかくにた かっす. [ぇいかうつぇのすしは 
すぇおあっ しさけおう, ゃ すっつっくうう おけすけさにた おかせぉ きけあっす しょっかぇすぬ おけくすさぇおす-
くけっ こさっょかけあっくうっ のくうけさせ こけしかっ ょさぇそすぇ う くっ こけすっさはすぬ くぇ くっゅけ 
こさぇゃぇ. ╁ ╉》╊ せ おかせぉけゃ ょかは ねすけゅけ っしすぬ くっきくけゅけ ぉけかぬてうえ しさけお.
]けぉしすゃっくくけ, しうすせぇちうは しかけあうゃてぇはしは ゃけおさせゅ ゃにてっせこけきはくせすけえ 
«¨すすぇゃに», おけすけさぇは ゃにぉさぇかぇ ゃ 1993 ゅけょせ ┿かっおしぇくょさぇ ╃ねえゅかぇ, 
はさおけ ゅけゃけさうす け すけき, つすけ ゃにぉけさ くぇ ょさぇそすっ, こせしすぬ ょぇあっ う こけょ 
こっさゃにき くけきっさけき - ねすけ っとひ ょぇかっおけ くっ いぇかけゅ せしこったぇ. ぁすけす うゅさけお 
しつうすぇっすしは けょくうき うい しぇきにた ぉけかぬてうた さぇいけつぇさけゃぇくうえ いぇ ゃしの 
うしすけさうの ′》╊, しさっょう こっさゃにた ゃにぉけさけゃ.
]せとっしすゃせのす けぉさぇすくにっ こさうきっさに - [せしかぇく 《っょけすっくおけ, っとひ 
くっょぇゃくけ くけしうゃてうえ ょあっさしう し ねきぉかっきけえ 》╉ «╃けくぉぇしし» う おぇこうすぇく-
しおけえ くぇてうゃおけえ. 〉おさぇうくっち くうおけゅょぇ くっ ゃにぉうさぇかしは くぇ ょさぇそすっ う 
ぉにか こけょこうしぇく «《うかぇょっかぬそうっえ 《かぇえっさい», おぇお しゃけぉけょくにえ ぇゅっくす, 
ぇ こけいあっ しせきっか しすぇすぬ ょゃぇあょに けぉかぇょぇすっかっき ╉せぉおぇ ]すっくかう! 
╇い せおさぇうくちっゃ, おけすけさにっ ゃしひ あっ こさけたけょうかう こさけちっょせさせ ょさぇそすぇ 
きけあくけ ゃにょっかうすぬ ちっかせの きぇししせ うゅさけおけゃ. ╁ 1988 ゅけょせ ╃きうすさうえ 
》さうしすうつ ぉにか ゃにぉさぇく «╁ぇてうくゅすけくけき» (6 さぇせくょ, 120 けぉとうえ 
くけきっさ) う こさけゃひか ゃ ′》╊ けつっくぬ はさおせの おぇさぬっさせ - 811 うゅさ いぇ 
おけすけさにっ けく くぇぉさぇか  597 (295+338) けつおけゃ. ′にくってくうえ ゅかぇゃくにえ 
すさっくっさ «]けおけかぇ» ┿かっおしぇくょさ ╂けょにくのお, おけすけさけゅけ «〈けさけくすけ ╋ねえこか 
╊うそし»  ゃにぉさぇかう すけあっ ゃ てっしすけき さぇせくょっ ゃ 1990 ゅけょせ, こけょ けぉとうき 
115 くけきっさけき. 〉あっ くぇ しかっょせのとっき あっ ょさぇそすっ «╊けし-┿くょあっかっし 
╉うくゅい» ゃ つっすゃひさすけき さぇせくょっ こけょ けぉとうき 81 くけきっさけき ゃにぉさぇかう 
┿かっおしっは ╅うすくうおぇ - 1085 きぇすつっえ 471 (96+385) けつおけ. ╁にしすせこぇゃ-
てうっ ゃけ ゃさっきは かけおぇせすぇ いぇ 》╉ «╃けくぉぇしし» - ┿かっおしっえ ‶けくうおぇさけゃしおうえ 
う ┿くすけく ╀ぇぉつせお すけあっ ゃ しゃけひ ゃさっきは こけぉにゃぇかう くぇ ょさぇそすっ ′》╊. 
ぁすけす しこうしけお きけあくけ こさけょけかあぇすぬ けつっくぬ ょけかゅけ, くけ くせあくけ ょけぉぇゃうすぬ, 
つすけ しぇきにき ゃにしけおけ いぇょさぇそすけゃぇくくにき せおさぇうくちっき ゃ ′》╊, くぇ ょぇくくにえ 
きけきっくす, はゃかはっすしは うきっくくけ せさけあっくっち ╃けくっちおぇ - ¨かっゅ 〈ゃっさょけゃ-
しおうえ. «┿くぇたぇえき ╃ぇおし» ゃにぉさぇかう っゅけ ゃ 1994 ゅけょせ ゃ こっさゃけき さぇせくょっ 
こけょ けぉとうき ゃすけさにき くけきっさけき. 〈ゃっさょけゃしおうえ こさけゃひか ゃ ′》╊ 11 
しっいけくけゃ う っゅけ そぇきうかうの ょゃぇあょに くぇこうしぇかう くぇ ╉せぉおっ ]すっくかう. 
╃さぇそす のくうけさけゃ ╉》╊ ゃ ╃けくっちおっ – ねすけ おさぇえくっ  ゃぇあくけっ きっさけこさうは-
すうっ ょかは かのぉけゅけ おかせぉぇ. ‶けねすけきせ, こけあっかぇっき 》╉ "╃けくぉぇしし" せょぇつう 
くぇ こさっょしすけはとっえ かけすっさっっ のくうけさけゃ, こせしすぬ ゃしっ ゃにぉけさに おけきぇくょに ゃ 
うすけゅっ いぇうゅさぇのす くぇ しぇきけき ゃにしけおけき せさけゃくっ.

┿くょさっえ ╋ぇちっゅけさぇ, allhockey.ru

╃¨′』┿′╇′ 〉╅╄ ╃[┿《〈¨╁┿╊]ぅ ╁ ′》╊…
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こけ うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ 2012/2013
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╁うすはいぬ     
]こぇさすぇお     
╃うくぇきけ [    
┿きせさ        
┿ゃすけきけぉうかうしす

╇ - ╉けかうつっしすゃけ こさけゃっょっくくにた うゅさ,  ╁ - ╁にうゅさにてう ゃ けしくけゃくけっ ゃさっきは,  ╁¨ - ╁にうゅさにてう ゃ 
けゃっさすぇえきっ, ╁╀ - ╁にうゅさにてう ゃ こけしかっきぇすつっゃにた ぉせかかうすぇた,  ‶¨ - ‶さけうゅさにてう ゃ けゃっさすぇえきっ, ‶╀ - 
‶さけうゅさにてう ゃ こけしかっきぇすつっゃにた ぉせかかうすぇた, ‶ - ‶さけうゅさにてう ゃ けしくけゃくけっ ゃさっきは,  ¨ - ╉けかうつっしすゃけ 
くぇぉさぇくくにた けつおけゃ, ╇ぉい - ╇ゅさに ぉっい いぇぉうすにた ゅけかけゃ, ╇ぉこ - ╇ゅさに ぉっい こさけこせとっくくにた ゅけかけゃ, ╆【 - 
╆ぇぉさけてっくくにっ てぇえぉに, ‶【 - ‶さけこせとっくくにっ てぇえぉに, 【すさ - 【すさぇそくけっ ゃさっきは, 【すさ] - 
【すさぇそくけっ ゃさっきは しけこっさくうおぇ
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╃うくぇきけ [    
]こぇさすぇお     

╇ - ╉けかうつっしすゃけ こさけゃっょっくくにた うゅさ, ╀けか - ╉けかうつっしすゃけ こけかせつっくくにた つうしかっくくにた こさっうきせとっしすゃ, 
【╀ - 【ぇえぉに, いぇぉさけてっくくにっ ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ, %╀ - ‶さけちっくす さっぇかういけゃぇくくにた つうしかっくくにた 
こさっうきせとっしすゃ, ‶【╀ - 【ぇえぉに, こさけこせとっくくにっ ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ, ╋っく - ╉けかうつっしすゃけ つうしかっくくにた 
こさっうきせとっしすゃ, こけかせつっくくにた しけこっさくうおぇきう, ‶【╋ - 【ぇえぉに, こさけこせとっくくにっ ゃ きっくぬてうくしすゃっ, %╋ 
- ‶さけちっくす くっさっぇかういけゃぇくくにた つうしかっくくにた こさっうきせとっしすゃ しけこっさくうおけゃ, 【╋ - 【ぇえぉに, 
いぇぉさけてっくくにっ ゃ きっくぬてうくしすゃっ
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╇ - ╉けかうつっしすゃけ こさけゃっょっくくにた うゅさ, ╀けか - ╉けかうつっしすゃけ こけかせつっくくにた つうしかっくくにた こさっうきせとっしすゃ, 
【╀ - 【ぇえぉに, いぇぉさけてっくくにっ ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ, %╀ - ‶さけちっくす さっぇかういけゃぇくくにた つうしかっくくにた 
こさっうきせとっしすゃ, ‶【╀ - 【ぇえぉに, こさけこせとっくくにっ ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ, ╋っく - ╉けかうつっしすゃけ つうしかっくくにた 
こさっうきせとっしすゃ, こけかせつっくくにた しけこっさくうおぇきう, ‶【╋ - 【ぇえぉに, こさけこせとっくくにっ ゃ きっくぬてうくしすゃっ, %╋ 
- ‶さけちっくす くっさっぇかういけゃぇくくにた つうしかっくくにた こさっうきせとっしすゃ しけこっさくうおけゃ, 【╋ - 【ぇえぉに, 
いぇぉさけてっくくにっ ゃ きっくぬてうくしすゃっ
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╀╁_╃ - ╀さけしおう こけ ゃけさけすぇき ょけきぇ, ╆【_╃ - ╆ぇぉさけてっくくにっ てぇえぉに ょけきぇ, %╀╁_╃ - ‶さけちっくす 
さっぇかういぇちうう ぉさけしおけゃ ょけきぇ, ╀╁_╁ - ╀さけしおう こけ ゃけさけすぇき くぇ ゃにっいょっ, ╆【_╁ - ╆ぇぉさけてっくくにっ 
てぇえぉに くぇ ゃにっいょっ, %╀╁_╁ - ‶さけちっくす    
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╉しっくうは 『〉╉┿[╄╁┿, ′っかは 【╄╁』╄′╉¨, ┿かっおしぇくょさ 〈╇╋¨【╄′╉¨

╋ぇおしうき ╀¨╉┿╊¨

╁ぇかっさうえ ╃〉╃〉【 う ┿くょさっえ ╋┿╉]╇╋¨╁

"′けゃにえ ╋うさ"

′ぇょ こさけゅさぇききおけえ さぇぉけすぇかう:

╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ:

╁ こさけゅさぇききおっ うしこけかぬいけゃぇくに そけすけ:

〈うこけゅさぇそうは:

╉せぉけお «′ぇょっあょに»

╊せつてうっ ゃ «╃けくぉぇししっ» 

╀けかぬてっ そぇおすけゃ

》けおおっえくにえ おかせぉ «╃けくぉぇしし» (╃けくっちお)

》けおおっえくにえ おかせぉ «╃うくぇきけ» ([うゅぇ)

》けおおっえくにえ おかせぉ «〈けさこっょけ» (′うあくうえ ′けゃゅけさけょ)

》けおおっえくにえ おかせぉ «╃うくぇきけ» (╋うくしお) 

》けおおっえくにえ おかせぉ «╁うすはいぬ» (』ったけゃ)

》けおおっえくにえ おかせぉ «]こぇさすぇお» (╋けしおゃぇ)

》けおおっえくにえ おかせぉ «ぃゅさぇ» (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお)

》けおおっえくにえ おかせぉ «┿ゃすけきけぉうかうしす» (╄おぇすっさうくぉせさゅ)

》けおおっえくにえ おかせぉ «┿きせさ» (》ぇぉぇさけゃしお)  

》けおおっえくにえ おかせぉ «╋っすぇかかせさゅ» (′けゃけおせいくっちお)  

╃さぇそす のくうけさけゃ 

]すぇすうしすうおぇ おけきぇくょ ╉せぉおぇ «′ぇょっあょに» こけ うすけゅぇき さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊ 2012/2013
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