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]こけくしけさに う こぇさすくっさに 》╉ «╃けくぉぇしし»
ゃ 』っきこうけくぇすっ ╉》╊ しっいけくぇ 2012/2013:

]こけくしけさに 』っきこうけくぇすぇ ╉》╊
しっいけくぇ 2012/2013:
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′ぇ しすぇさすっ
そうくぇかぬくけえ しっさうう
さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ…

′ぇ ょけきぇてくうた きぇすつぇた «╃けくぉぇししぇ» ゃ さっゅせかはさくけき つっきこうけくぇすっ ╉》╊ こけぉにゃぇかけ 81 855 すにしはつ ぉけかっかぬとうおけゃ. 1 ょっおぇぉさは 2012ゅ. くぇ きぇすつっ 》╉ 
«╃けくぉぇしし» (╃けくっちお) - 》╉ «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) こけぉにゃぇかう 4028 ぉけかっかぬとうおけゃ, つすけ しけしすぇゃかはっす ぇぉしけかのすくにえ さっおけさょ こけしっとぇっきけしすう ┿さっくに 
«╃させあぉぇ».

13 はくゃぇさは 2013ゅ. 》╉ «╃けくぉぇしし» こけしかっょけゃぇすっかぬくけ けぉにゅさぇゃ «╋っすぇかかせゅさ» (╅かけぉうく, ╀っかぇさせしぬ), «Bolzano Foxes» (╇すぇかうは), «Rouen Dragons» 
(《さぇくちうは) しすぇか けぉかぇょぇすっかっき ╉けくすうくっくすぇかぬくけゅけ ╉せぉおぇ.

7 そっゃさぇかは 2013ゅ. こけ しかせつぇの こけぉっょに ょっかっゅぇちうは おかせぉぇ ぉにかぇ こさうゅかぇてっくぇ くぇ ゃしすさっつせ お ‶さっいうょっくすせ 〉おさぇうくに ╁うおすけさせ ぅくせおけゃうつせ う しこうおっさせ 
╁っさたけゃくけえ [ぇょに ╁かぇょうきうさせ [にぉぇおせ. ぁすけす ょっくぬ くぇゃしっゅょぇ ゃけえょっす ゃ うしすけさうの せおさぇうくしおけゅけ たけおおっは, おぇお ょっくぬ 》╉ «╃けくぉぇしし»…

‶さけょけかあっくうっ しかっょせっす…

23 くけはぉさは 2012ゅ. きぇすつ 》╉ "╃けくぉぇしし" - 》╉ "]ぇかぇゃぇす ぃかぇっゃ" すさぇくしかうさけゃぇかしは くぇ ぉけかぬてけき しゃっすけょうけょくけき ねおさぇくっ 4D Media Mesh, おけすけさにえ 
さぇしこけかぇゅぇっすしは くぇ ちっくすさぇかぬくけえ こかけとぇょう ╃けくっちおぇ. 

‶けょけぉくにえ こさけっおす こさけゃけょうかしは ゃ 〉おさぇうくっ ゃこっさゃにっ – ょけ ねすけゅけ たけおおっえくにえ こけっょうくけお くうおけゅょぇ くっ すさぇくしかうさけゃぇかしは くぇ ちっくすさぇかぬくけえ こかけとぇょう 
ゅけさけょぇ, くぇ こけょけぉくにた ねおさぇくぇた う ゃ すぇおけき ゃにしけおけき おぇつっしすゃっ.

╆ぇ ゃさっきは さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ぉにかけ こさけゃっょっくけ すさう ぇゃすけゅさぇそ しっししうう. «‶っさゃけけすおさにゃぇすっかっき» しすぇか ゃさぇすぇさぬ ぁさうお ぁさしぉっさゅ, ょぇかっっ ねしすぇそっすせ 
こけょたゃぇすうかう くぇこぇょぇのとうっ ┿かっおしぇくょさ ╋ぇすっさせたうく, ╄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.



》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀ «╃¨′╀┿]]»

╉さうしすけそっさ
》¨╊〈

hcdonbass.com 4

╁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

┿くょさっえ
╄]╇‶¨╁

╆ぇとうすくうお

09.05.1980 
179 しき
92 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

ぃかうせし 【〉‶╊╄[
╂かぇゃくにえ すさっくっさ
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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

〈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

╄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

《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



》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀ «╃¨′╀┿]]»

31  [ぇしすうしかぇゃ ]〈┿′ぅ    10.01.1980     ]かけゃぇおうは 

73  ╇かぬは ‶[¨]╉〉[ぅ╉¨╁    21.02.1987     [けししうは 

╁[┿〈┿[╇

╋¨]╉╁┿, [¨]]╇ぅ
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╇ゅけさぬ ╇ゃぇくけゃうつ ]╄』╇′
‶さっいうょっくす, ‶さっょしっょぇすっかぬ こさぇゃかっくうは ¨┿¨ «′╉ «[けしくっそすぬ»

]っさゅっえ ╁うおすけさけゃうつ 《╄╃¨[¨╁
╂かぇゃくにえ きっくっょあっさ

╁はつっしかぇゃ ╂っくくぇょぬっゃうつ ╀〉『┿╄╁
╇.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 12.02.2013

╃っくうし ╃╄′╇]¨╁     31.12.1981     [けししうは 

ぅおけゃ [｠╊¨╁      15.01.1985     [けししうは 

┿かっおしっえ ╋┿[』╄′╉¨   02.01.1992     [けししうは 

]っさゅっえ ╂╇╋┿╄╁     16.02.1984     [けししうは 

╁はつっしかぇゃ ╀〉[┿╁』╇╉¨╁  22.05.1987     [けししうは 

╋ぇおしうき ╉¨′╃[┿〈を╄╁  20.01.1983     [けししうは 

╄ゃゅっくうえ [ぅ]╄′]╉╇╈   18.07.1987     [けししうは 

6

36

55

56

59

63

77

╆┿】╇〈′╇╉╇

ぅくうし ]‶[〉╉〈]     31.01.1982     ╊ぇすゃうは 

╇かぬは ╆〉╀¨╁      14.02.1987     [けししうは 

¨かっゅ ╉╁┿【┿      26.07.1978     [けししうは 

╁かぇょうきうさ ╅┿[╉¨╁   10.01.1988     [けししうは 

‶ぇすさうお ╃ぁ╁╇]     28.12.1986     ]【┿ 

╃きうすさうえ ╉〉╂[｠【╄╁   18.01.1990     [けししうは 

╇ゅけさぬ [┿╃〉╊¨╁     23.08.1982     [けししうは 

]っさゅっえ ╀┿[╀┿【╄╁    26.07.1992     [けししうは 

′うおかぇし ‶╄[]]¨′    26.03.1979     【ゃっちうは 

╇ゅけさぬ ╂[╇╂¨[╄′╉¨   09.04.1983     [けししうは

╁うおすけさ ╉¨╆╊¨╁     14.02.1975     [けししうは 

╃きうすさうえ ╋¨′ぅ     10.09.1988     [けししうは 

┿かっおしぇくょさ [┿╃〉╊¨╁   05.07.1986     [けししうは 

]っさゅっえ 【╇[¨╉¨╁    10.03.1986     [けししうは 

[けきぇく ╊ぃ╀╇╋¨╁    01.06.1992     [けししうは 

′うおけかぇえ ‶[¨》¨[╉╇′  17.09.1993     [けししうは

5

9

10

11

14

18

19

22

23

34

38

42

47

52

67

74

′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

‶[¨《╄]]╇¨′┿╊を′｠╈ 》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

『]╉┿
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www.cska-hockey.ru
¨そうちうぇかぬくにえ しぇえす おかせぉぇ

╉かせぉ けしくけゃぇく ゃ 1946 ゅけょせ. 

] 1946 こけ 1952 くぇいにゃぇかしは  『╃╉┿, し 1952 こけ 1955 – 『╃]┿, し 1955 こけ 1960 – 『]╉ 
╋¨, し 1960 – 『]╉┿.

╁ つっきこうけくぇすぇた ]]][/]′╂: 
』っきこうけく 1948 – 1950, 1955, 1956, 1958–1961, 1963– 1966, 1968, 1970–1973, 
1975, 1977–1989. 

]っさっぉさはくにえ こさういっさ 1947, 1952–1954, 1957, 1967, 1969, 1974, 1976, 1990 う 1992. 
╀さけくいけゃにえ こさういっさ 1962.
¨ぉかぇょぇすっかぬ ╉せぉおぇ ]]][ 1954–1956, 1961, 1966–1969, 1973, 1977, 1979 う 1988 
ゅけょけゃ.

╁ ╉》╊ ゃにしすせこぇっす し こっさゃけゅけ ゅけょぇ しせとっしすゃけゃぇくうは かうゅう:
2008/2009 - 5-っ きっしすけ; 
2009/2010 - 13-っ きっしすけ; 
2010/2011 - 19-っ きっしすけ; 
2011/2012 - 16-っ きっしすけ.

¨ぉかぇょぇすっかぬ ╉せぉおぇ ╄ゃさけこっえしおうた つっきこうけくけゃ 1969 – 1974, 1976, 1978 – 1990 ゅけょけゃ.
¨ぉかぇょぇすっかぬ ╋っあおけくすうくっくすぇかぬくけゅけ おせぉおぇ 1972 ゅけょぇ.

╃けきぇてくうっ うゅさに こさけゃけょうす ゃ ╊っょけゃけき ょゃけさちっ 
しこけさすぇ 『]╉┿,  おけすけさにえ ゃきっとぇっす     
5 600 いさうすっかっえ.
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ぃさぇえ 【╇[¨╉╇
‶さっいうょっくす おかせぉぇ

╋ぇさけて ╉[┿╈』╇
╂っくっさぇかぬくにえ きっくっょあっさ おかせぉぇ

[けしすうしかぇゃ 』┿╃┿
╂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 12.02.2013

╋ぇさすうく 【〈┿╈′¨》    15.09.1990     ]かけゃぇおうは 

‶ぇすさうお ╊〉╅┿      27.07.1994     ]かけゃぇおうは 

╃あけくぇすぇく ]╇╂┿╊╄〈   12.02.1986     ╉ぇくぇょぇ 

〈けきぇて ╋¨╈╅╇【    02.05.1982     』ったうは 

╇ゃぇく 【╁┿[′╇     30.10.1984     ]かけゃぇおうは 

╇ゃぇく ╃ぅ〈╄╊╇′╉┿    06.03.1983     ]かけゃぇおうは 

╁かぇょうきうさ ╋╇╂┿╊╇╉   29.01.1987     ]かけゃぇおうは 

ぅく 〈┿╀┿』╄╉      07.04.1980     ]かけゃぇおうは 

╋うたぇか ]╄[]╄′     28.12.1985     ]かけゃぇおうは 

3

4

5

6

24

48

56

80

88

ぅさけしかぇゃ ぅ′〉]     21.09.1989     ]かけゃぇおうは 

╀さぇくうしかぇゃ ╉¨′[┿╃   10.10.1987     ]かけゃぇおうは

32

42

╆┿】╇〈′╇╉╇

〈けきぇて ╋╇╉〉【     01.07.1993     ]かけゃぇおうは 

[けきぇく ╉〉╉〉╋╀╄[╂    08.04.1980     ]かけゃぇおうは 

╋うさけしかぇゃ 【┿〈┿′    22.10.1974     ]かけゃぇおうは 

╋うたっか ╋╇╉╊╇╉     31.07.1982     ]かけゃぇおうは

╋うさけしかぇゃ ‶[┿╈╆╇′╂╄[ 03.02.1991     ]かけゃぇおうは 

╋ぇさっお ]╁┿〈¨【     17.06.1982     ]かけゃぇおうは 

╋ぇさうけ ╀╊╇╅′ぅ╉    06.03.1987     ]かけゃぇおうは 

┿くょさっえ 【〈ぅ]〈′｠    24.01.1991      ]かけゃぇおうは

╋うかぇく ╀┿[〈¨╁╇』    09.04.1981     ]かけゃぇおうは 

╋ぇさおけ ╃┿′┱      30.11.1994     ]かけゃぇおうは 

╋うたぇか ╁¨′╃[╉┿     17.05.1982     』ったうは 

╋ぇさすうく ╀┿╉¨【     18.04.1990     ]かけゃぇおうは 

‶っすっさ ¨╊╁╄『╉╇     11.10.1985     ]かけゃぇおうは 

╋うかぇく ╉╇〈′┿[     19.05.1989     ]かけゃぇおうは 

╊うぉけさ ╂〉╃┿』╄╉     07.09.1990     ]かけゃぇおうは

ぅく ╊╇‶をぅ′]╉╇╈    23.07.1974     ]かけゃぇおうは 

13

16

18

19

28

40

55

59

61

68

82

83

85

89

90

91

′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

]╊¨╁┿′
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www.hcslovan.sk
¨そうちうぇかぬくにえ しぇえす おかせぉぇ

╉かせぉ けしくけゃぇく ゃ 1921 ゅけょせ.

』っきこうけく 』]][: 1979 

』っきこうけく ]かけゃぇおうう: 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 

¨ぉかぇょぇすっかぬ ╉けくすうくっくすぇかぬくけゅけ おせぉおぇ: 2004 

╉せぉけお ╄ゃさけこっえしおうた つっきこうけくけゃ: 2008 (3-っ きっしすけ)

╃っぉのすぇくす つっきこうけくぇすぇ ╉》╊

╃けきぇてくうっ うゅさに こさけゃけょうす ゃ ╊っょけゃけき ょゃけさちっ 
«]かけゃくぇそす ┿さっくぇ»,  おけすけさにえ ゃきっとぇっす     
10 450 いさうすっかっえ.
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′けさきせくょ ]╄╈╄╈]
╂っくっさぇかぬくにえ きっくっょあっさ

╁ぇちかぇゃ ]╇╉¨[┿
╂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 12.02.2013

‶けさしっかぇくょ ╋┿〈╇┿]   12.06.1986     【ゃっちうは 

′っきっち ¨′╃[╅╄╈    18.04.1984     』ったうは 

╋うおせて ぃ[┿╈      30.11.1988     ]かけゃぇおうは 

¨えしすさうお ′┿〈┿′     17.12.1982     ╉ぇくぇょぇ 

╉さっえつうお ぅ╉〉╀     25.06.1991     』ったうは 

′ぇおかぇょぇか ぅ╉〉╀     30.12.1987     』ったうは 

╊っこうしすひ ]┿╋╇     17.10.1984     《うくかはくょうは

25

63

66

74

91

92

95

╉けちうぇく ¨′╃[╅╄╈    20.03.1991     』ったうは 

【すっこぇくっお ぅ╉〉╀     20.06.1986     』ったうは 

‶ひここっさかっ 〈¨╋┿【    10.10.1984     』ったうは 

2

31

42

╆┿】╇〈′╇╉╇

[うたぇさょ ╂ぃ′╂╄     01.02.1987     【ゃっちうは 

╇さあう ′¨╁¨〈′｠     12.08.1983     』ったうは 

╋うたぇか ╀╇[′╄[     02.03.1986     』ったうは 

┿かっおしぇくょさ ′╇╅╇╁╇╈  16.09.1976     ╊ぇすゃうは 

‶っすさ ╁[┿′┿      29.03.1985     』ったうは 

ぅおせぉ ╉╊╄‶╇【     05.06.1984     』ったうは 

╊のぉけて ╀┿[〈╄』╉¨    14.07.1976     ]かけゃぇおうは 

╋うたぇか [╄‶╇╉      31.12.1988     』ったうは 

〈けきぇて [┿》〉′╄╉     26.02.1991     』ったうは 

〈けきぇて ]〉[¨╁╇     24.09.1981     ]かけゃぇおうは 

′うおかぇし ╃┿′╇ぁ╊を]]¨′  07.12.1984     【ゃっちうは 

╋ぇさすうくぬて 『╇‶〉╊╇]   29.11.1980     ╊ぇすゃうは 

ぁさうお ╉[╇]〈╄′]╄′    17.12.1983     ╉ぇくぇょぇ 

╊せおぇて 『╇′╂╄╊     10.06.1992     ]かけゃぇおうは 

╇さあう ]╄╉┿』      10.06.1992     』ったうは 

╁うすぇかうえ ╉┿[┿╋′¨╁   08.08.1989     [けししうは

╋ぇさちっか 》¨]]┿     12.10.1981     ]かけゃぇおうは

╋はっくかは ╋╇╉╉¨     19.04.1983     《うくかはくょうは

11

12

16

17

20

21

23

26

30

43

44

47

61

62

64

75

81

94

′┿‶┿╃┿ぃ】╇╄

》¨╉╉╄╈′｠╈ ╉╊〉╀

╊╄╁
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www.levpraha.ru
¨そうちうぇかぬくにえ しぇえす おかせぉぇ

╉かせぉ けしくけゃぇく ゃ 2012 ゅけょせ.

╃っぉのすぇくす つっきこうけくぇすぇ ╉》╊

╃けきぇてくうっ うゅさに こさけゃけょうす くぇ 〈うこしこけさす ┿さっくぇ,  
おけすけさにえ ゃきっとぇっす 13 150 いさうすっかっえ.
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]っさゅっえ ╁ぇさかぇきけゃ 

‶っさゃにき おぇこうすぇくけき ょっぉのすうさけゃぇゃてっゅけ ゃ ╉》╊ 
«╃けくぉぇししぇ» しすぇか ]っさゅっえ ╁ぇさかぇきけゃ - おぇこうすぇく 
こさけてかけゅけょくっゅけ しけしすぇゃぇ, うゅさぇのとっゅけ ゃ ╁》╊. ╁ 
╁にしてっえ かうゅっ おぇこうすぇく ╁ぇさかぇきけゃ ょけゃっか しゃけの 
おけきぇくょせ ょけ こけかせそうくぇかぇ «╉せぉおぇ ╀さぇすうくに», 
くぇぉさぇゃ 48 (23+25) けつおけゃ いぇ しっいけく. ╁ 
くにくってくっき しっいけくっ いぇ «╃けくぉぇしし» ]っさゅっえ 
╁ぇさかぇきけゃ いぇぉさけしうか 7 てぇえぉ う けすょぇか 11 
こっさっょぇつ. ′け ゃ おけきぇくょっ, ゃにしすせこぇのとっえ ゃ ╉》╊, 
おぇこうすぇくけき けく こさけぉにか くっょけかゅけ. 

』っすゃっさけ しきっかにた
ゑ Ññß0öÖÜ½ ïñ£ÜÖñ とびず ç ïÜïöíçñ びと "がÜÖßíïï" ï½ñÖó¿Üïá ôñö▲ëñ 
¡íäóöíÖí. ぶñ½ ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öóê £íäÜ½Öó¿ï　 ßÜ¿ñ¿áàó¡í½ ÑÜÖñî¡ÜÇÜ ¡¿Üßí?

[せしかぇく 《っょけすっくおけ

‶さけゃっょは こさけてかにえ しっいけく ゃ しけしすぇゃっ «′ぬの-╈けさお 
[っえくょあっさし», 《っょけすっくおけ いぇぉさけしうか 9 てぇえぉ う 
けすょぇか 11 こっさっょぇつ. 〉おさぇうくしおうえ くぇこぇょぇのとうえ, 
しすぇゃ おぇこうすぇくけき, くっ すけかぬおけ いぇゃけっゃぇか しっさょちぇ 
こせぉかうおう, くけ う しきけゅ しこかけすうすぬ おけきぇくょせ, しけぉさぇすぬ 
っょうくにえ おけかかっおすうゃ, こけしかっ つっゅけ «╃けくぉぇしし» 
くぇつぇか こけおぇいにゃぇすぬ ゃにしけおうえ せさけゃっくぬ うゅさに. ╆ぇ 
ゃさっきは, こさけゃっょっくくけっ ゃ ょけくっちおけえ おけきぇくょっ, 
[せしかぇく 《っょけすっくおけ くぇぉさぇか 18 (8+10) 
さっいせかぬすぇすうゃくにた けつおけゃ. ′》╊けゃしおうえ おぇこうすぇく ゃ 
しけしすぇゃっ «╃けくぉぇししぇ» ゃこっさゃにっ ゃ しゃけっえ 
こさけそっししうけくぇかぬくけえ おぇさぬっさっ しょっかぇか たっす-すさうお. 
╇ ぉにかけ ねすけ, おしすぇすう, ゃ ゃけさけすぇ «╋っすぇかかせさゅぇ» うい 
╋ぇゅくうすけゅけさしおぇ, いぇ おけすけさにえ すけゅょぇ ゃにしすせこぇかう 
′》╊けゃしおうっ すけゃぇさうとう [せしかぇくぇ, し おけすけさにきう けく 
ぉさぇか ╉せぉけお ]すねくかう ゃ 2008ゅ. ╄ゃゅっくうえ ╋ぇかおうく う 
]っさゅっえ ╂けくつぇさ. ′け かけおぇせす いぇゃっさてうかしは, う 
《っょけすっくおけ こさうてかけしぬ せったぇすぬ いぇ けおっぇく.

ぅさけしかぇゃ ¨ぉてせす 

╆ぇきっくうか ]っさゅっは ╁ぇさかぇきけゃぇ くぇ こけしすせ おぇこうすぇくぇ 
しかけゃぇちおうえ いぇとうすくうお - ぅさけしかぇゃ ¨ぉてせす. ╁ 
こさけてかけき しっいけくっ ¨ぉてせす ゃにしすせこぇか いぇ きうくしおけっ 
«╃うくぇきけ», ゃ おけすけさけき くぇぉさぇか 29 (5+24) 
さっいせかぬすぇすうゃくにた けつおけゃ. ╆ぇ ょけくっちおうえ おかせぉ ゃ 
しっいけくっ 2012-2013 ¨ぉてせす くぇぉさぇか 5 (1+4) 
ぉぇかかけゃ いぇ さっいせかぬすぇすうゃくけしすぬ. ′け, しにゅさぇゃ 23 
きぇすつぇ, ぉにか ゃにくせあょっく こけおうくせすぬ おかせぉ う 
こっさっょぇか ぉせおゃせ ] [せしかぇくせ 《っょけすっくおけ, 
こさうったぇゃてっきせ うゅさぇすぬ いぇ «╃けくぉぇしし» ゃけ ゃさっきは 
かけおぇせすぇ.

╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす 

‶けしかっ けすなっいょぇ 《っょけすっくおけ くけゃにき おぇこうすぇくけき, 
つっすゃっさすにき いぇ しっいけく, ぉにか くぇいくぇつっく ╁ぇちかぇゃ 
′っょけさけしす. 』ってしおうえ くぇこぇょぇのとうえ, せしすせこぇは 
╄ゃゅっくうの ╃ぇょけくけゃせ けょくけ けつおけ, ゃすけさけえ ゃ しこうしおっ 
かせつてうた ぉけきぉぇさょうさけゃ おけきぇくょに. ╁ こさけてかけき 
しっいけくっ, うゅさぇは いぇ こけこさぇょしおうえ «╊っゃ», ′っょけさけしす 
しすぇか かうてぬ つっすゃっさすにき こけ さっいせかぬすぇすうゃくけしすう, 
いぇぉうゃ 14 てぇえぉ う けすょぇゃ 8 こっさっょぇつ. ′にくってくっきせ 
おぇこうすぇくせ ゃにこぇかぇ くっかっゅおぇは さけかぬ - ゃにゃっしすう 
おけきぇくょせ ゃ こかっえ-けそそ ╉》╊.



』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊ 2012-2013

hcdonbass.com13

¨ょくうき うい こっさゃにた しうきゃけかうつっしおうえ こけょぇさけお こけ さっいせかぬすぇすぇき うゅさに  
«╃けくぉぇししぇ»  う きけしおけゃしおけゅけ «]こぇさすぇおぇ»  こけかせつうか ゃさぇすぇさぬ 》╉ «╃けくぉぇしし» 
ぁさうお ぁさしぉっさゅ. ′ぇゅさぇあょぇか かせつてうた すけゅょぇ つっきこうけく ¨かうきこうえしおうた うゅさ, 
きくけゅけおさぇすくにえ つっきこうけく きうさぇ, ╄ゃさけこに, ]]][, いぇしかせあっくくにえ きぇしすっさ 
しこけさすぇ ]]][, ぇ くにくっ ゅかぇゃぇ ′ぇちうけくぇかぬくけゅけ けかうきこうえしおけゅけ おけきうすっすぇ 
〉おさぇうくに ]っさゅっえ ╀せぉおぇ. ╉しすぇすう, おぇお さぇししおぇいぇか こけすけき ぁさうお, そけすけ し すけゅけ 
こぇきはすくけゅけ きけきっくすぇ いぇくはかけ ょけしすけえくけっ きっしすけ ゃ っゅけ かうつくけき ぇさたうゃっ. 

ぁしすぇそっすせ こけょたゃぇすうか ょさせゅけえ ういゃっしすくにえ しこけさすしきっく. ╊せつてうっ うゅさけおう きぇすつぇ 
«╃けくぉぇしし» - «┿ゃすけきけぉうかうしす» こけかせつうかう こけょぇさおう うい させお しっさっぉさはくけゅけ 
こさういっさぇ ¨かうきこうえしおうた うゅさ, いぇしかせあっくくけゅけ きぇしすっさぇ しこけさすぇ ]]][, きくけゅけ 
かっす うゅさぇゃてっゅけ ゃ ′》╊ たけおおっうしすぇ, ┿かっおしっは ╅うすくうおぇ. ┿ かせつてうき ゃ きぇすつっ 
«╃けくぉぇしし» - «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ), おけすけさにきう しすぇかう ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ う 
┿かっおしぇくょさ ¨ゃっつおうく, しうきゃけかうつっしおうっ こけょぇさおう ゃさせつぇかう そせすぉけかうしすに 》╉ 
"【ぇたすっさ" [ぇいゃぇく [ぇち, 〈けきぇて 》のぉてきぇく う ┿くょさっえ ‶はすけゃ.

╁させつぇかう こけょぇさおう しこけくしけさに う こぇさすくっさに 》╉ «╃けくぉぇしし»: ゅっくっさぇかぬくにえ 
ょうさっおすけさ けそうちうぇかぬくけゅけ しこけくしけさぇ 》╉ «╃けくぉぇしし» しすさぇたけゃけえ おけきこぇくうう 
«╆かぇゅけょぇ» ╃きうすさうえ ╇けくうく, こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃぇ けそうちうぇかぬくけゅけ しこけくしけさぇ 
》╉ «╃けくぉぇしし» おけきこぇくうう WOG ╁はつっしかぇゃ ╊うこけゃけえ, ょうさっおすけさ しっすう ょっすしおうた 
すけさゅけゃけ-さぇいゃかっおぇすっかぬくにた ちっくすさけゃ «‶かぇしすうかうく» ╃っくうし ╋っさっとっくおけ, 

′ぇゅさぇょぇ ょかは かせつてうた
がÜßëÜú öëíÑóîóñú ï ½Ü½ñÖöí 
ïöíëöí ç▲ïöÜä¿ñÖóú びと «がÜÖßíïï» 
ç とびず ïöí¿Ü ïó½çÜ¿óôñï¡Üñ 
ÖíÇëí¢ÑñÖóñ ¿Üôüóê 
óÇëÜ¡Üç ½íöôí.

させおけゃけょうすっかぬ うくすっさくっす-こさけっおすぇ «〈っささうおけく» ┿くょさっえ ‶っすう, せつさっょうすっかう 
しこけさすうゃくけゅけ こけさすぇかぇ HotSport.ua ぃさうえ ╉っかぬきっくしけく う ╁ぇょうき ┿くちうそっ-
さけゃ, いぇしかせあっくくにえ あせさくぇかうしす 〉おさぇうくに, ょうさっおすけさ すっかっおぇくぇかぇ «╃けくぉぇしし» 
ぃさうえ ]せゅぇお, いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃくけゅけ さっょぇおすけさぇ さっゅうけくぇかぬくけえ きぇししけゃけえ 
ゅぇいっすに «╃けくぉぇしし» ]っさゅっえ 』っさくにた. 

′け くぇゅさぇあょぇかう しぇきにた さっいせかぬすぇすうゃくにた たけおおっうしすけゃ くっ すけかぬおけ  ういゃっしすくにっ 
かうつくけしすう. ‶けしかっ きぇすつぇ 》╉ «╃けくぉぇしし»- 》╉ «′っそすったうきうお» かせつてうた 
くぇゅさぇあょぇかう ぉけかっかぬとうおう. ] 25 こけ 31 けおすはぉさは 2012 ゅけょぇ ゃ けそうちうぇかぬくにた 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃぇた 》╉ «╃けくぉぇしし» ゃ しけちうぇかぬくにた しっすはた こさけゃけょうかしは 
おけくおせさし ょかは ぉけかっかぬとうおけゃ たけおおっえくけゅけ おかせぉぇ. 《ぇくぇき ぉにかけ こさっょかけあっくけ 
せゅぇょぇすぬ うゅさけおぇ, おけすけさにえ こっさゃにき いぇぉさけしうす てぇえぉせ ゃ ゃけさけすぇ しけこっさくうおぇ ゃ 
ゃにっいょくけえ しっさうう うゅさ こさけすうゃ きけしおけゃしおけゅけ «╃うくぇきけ» う こうすっさしおけゅけ ]╉┿. 
╇きは ぇゃすけさぇ こっさゃけえ てぇえぉに ゃ ゃけさけすぇ きけしおゃうつっえ こっさゃにき せゅぇょぇか 
]すぇくうしかぇゃ ╀けくょぇさぬ. ┿ ぇゃすけさぇ こっさゃけえ てぇえぉに ゃ ゃけさけすぇ こうすっさちっゃ 
くぇいゃぇか… つかっく ぉさうゅぇょに しすぇすうしすうおけゃ ╃きうすさうえ ╉けくけこかは. 

╀にかう う すさけゅぇすっかぬくにっ くぇゅさぇあょっくうは. ‶けょぇさおう かせつてうき うゅさけおぇき きぇすつぇ 》╉ 
"╃けくぉぇしし" - 》╉ "]ぇかぇゃぇす ぃかぇっゃ" ゃさせつぇか けょうく うい しぇきにた こさっょぇくくにた 
ぉけかっかぬとうおけゃ うくゃぇかうょ-おけかはしけつくうお ‶っすさ ┿かっおしっっゃうつ ¨ゃょせく. 〈けゅょぇ 
ぉけかぬてうくしすゃけ たけおおっうしすけゃ くっ しきけゅかう こさけったぇすぬ きうきけ ‶っすさぇ ┿かっおしっっゃうつぇ, 
くっ こけあぇゃ させおう. ┿ くぇ うゅさっ 》╉ «╃けくぉぇしし» - 》╉ «┿お ╀ぇさし» ゃこっさゃにっ かせつてうた 
たけおおっうしすけゃ くぇゅさぇあょぇかう しさぇいせ 15 つっかけゃっお – ゃしっ けくう ゃけしこうすぇくくうおう 
╃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 ておけかに-うくすっさくぇすぇ I-III しすせこっくっえ わ1 
╃けくっちおけゅけ けぉかぇしすくけゅけ しけゃっすぇ.

』すけ あ ょけ すけゅけ, おすけ しすぇくけゃうかしは かせつてうき, すけ すせす ゃくっ おけくおせさっくちうう 
くぇこぇょぇのとうっ. ╀けかぬてっ ゃしった こけょぇさおけゃ ょけしすぇかけしぬ ′》╊けゃしおけきせ そけさゃぇさょせ 
[せしかぇくせ 《っょけすっくおけ, すぇおあっ くっけょくけおさぇすくけ ぉにかう けすきっつっくに ╄ゃゅっくうえ 
╃ぇょけくけゃ, ]っさゅっえ ╁ぇさかぇきけゃ, ╃っくうし ╉けつっすおけゃ う ╊せおぇて ╉ぇてこぇさ, うい 
いぇとうすくうおけゃ かせつてうきう つぇとっ ょさせゅうた しすぇくけゃうかうしぬ ╉かっえ 〉うかしけく う ‶っすっさ 
‶けょたさぇょしおう, くっ さぇい ぉにかう けすきっつっくに う ょっえしすゃうは ゃさぇすぇさっえ ぁさうおぇ 
ぁさしぉっさゅぇ, ぅくぇ ╊ぇちけ う ╉さうしすけそっさぇ 》けかすぇ.
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╀うすゃぇ いぇ こかっえ-けそそ!

ゑ öëñê £íçñëüí0àóê ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú ôñ½äóÜÖíö ÑÜ½íüÖóê óÇëíê, «がÜÖßíïïÜ» 
ÖÜ¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ÜÑóÖ üíÇ. づñüí0àóú üíÇ ç ßóöçñ £í ä¿ñú-Üââ.  

6 しっくすはぉさは うゅさけえ こさけすうゃ «]かけゃぇくぇ» うい ╀さぇすうしかぇゃに たけおおっえくにえ おかせぉ 
«╃けくぉぇしし» ょっぉのすうさけゃぇか ゃ ╉けくすうくっくすぇかぬくけえ たけおおっえくけえ かうゅっ (╉》╊). ] 
すった こけさ こさけてかけ こけつすう こけかゅけょぇ. ]すぇさすけゃぇゃ し けぉうょくにた こさけうゅさにてっえ し 
さぇいくうちっえ ゃ けょくせ てぇえぉせ, こけ たけょせ しっいけくぇ ょけくっちおうえ おかせぉ しくうしおぇか しかぇゃせ 
ょっさいおけゅけ ょっぉのすぇくすぇ ╉》╊, けぉにゅさぇゃ ]╉┿ ゃけ ゅかぇゃっ し ╉けゃぇかぬつせおけき, 
きぇゅくうすけゅけさしおうえ «╋っすぇかかせさゅ» し ╋ぇかおうくにき う ╂けくつぇさけき, つっかはぉうくしおうえ 
«〈さぇおすけさ», おぇいぇくしおうえ «┿お ╀ぇさし», せそうきしおうえ «]ぇかぇゃぇす ぃかぇっゃ»…  

╉ぇおうき  «╃けくぉぇしし» こけょたけょうす お  さってぇのとっえ しっさうう? 』っき  いぇこけきくうすしは 
ねすけす しっいけく? ¨ぉ ねすけき ゅけゃけさはす たけおおっうしすに «╃けくぉぇししぇ».

╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす: 
╃せきぇの, つすけ しぇきにきう かせつてうきう ゃにっいょくにきう うゅさぇきう ょかは 
くぇてっえ おけきぇくょに ぉにかう きぇすつう し «〈さぇおすけさけき», し 
っおぇすっさうくぉせさゅしおうき «┿ゃすけきけぉうかうしすけき», う, おけくっつくけ, し 
«╋ぇゅくうすおけえ».  ┿ つすけ おぇしぇっすしは ょけきぇてくうた…′ぇゃっさくけっ, 
ょけきぇてくはは しっさうは こさけすうゃ ねすうた あっ おけきぇくょ. ╇い すけゅけ, つすけ 
ぉけかぬてっ ゃしっゅけ いぇこけきくうかけしぬ – おぇお きに こけぉっょうかう ょけきぇ 
╋ぇゅくうすけゅけさしお う 〉そせ. ぁすけ ゃさっきは ゃけえょっす ゃ うしすけさうの 
«╃けくぉぇししぇ»!
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]っさゅっえ ╁ぇさかぇきけゃ:  

╆ぇ ねすう こはすぬ し くっぉけかぬてうき きっしはちっゃ «╃けくぉぇしし» こさけてっか 
こせすぬ けす うゅさけおけゃ うい さぇいくにた しすさぇく う さぇいくにた おけきぇくょ ょけ 
すけゅけ, つすけ きに うゅさぇっき おぇお っょうくぇは きけくけかうすくぇは 
おけきぇくょぇ. ╉ぇおぇは うゅさぇ いぇこけきくうかぇしぬ ぉけかぬてっ ゃしっゅけ? 
╋くけゅけ しにゅさぇくけ, しかけあくけ ゃにょっかうすぬ おぇおせの-すけ けょくせ… 
╃かは きっくは かうつくけ, くぇゃっさくけっ すぇ, ゃ おけすけさけえ は いぇぉうか 
しゃけえ こっさゃにえ ゅけか ゃ ねすけき しっいけくっ. ぁすけ ぉにかけ  2 くけはぉさは ゃ 
‶うすっさっ. 

╃っくうし ╉けつっすおけゃ:  

′ぇ しすぇさすっ くぇき くっ たゃぇすぇかけ しすぇぉうかぬくけしすう. 』ぇしすけ けつっくぬ 
けぉうょくけ こさけうゅさにゃぇかう. ╁け ゃすけさせの こけかけゃうくせ さっゅせかはさおう  
しすぇかう しにゅさぇくくっっ, しこかけつっくくっっ,  う おぇお さっいせかぬすぇす, 
こさけてかう ねすけす けすさっいけお さけゃくっっ. ╄しかう しきけすさっすぬ くぇ くぇてう 
こさけうゅさにてう, すけ ゃさはょ かう きけあくけ しおぇいぇすぬ, つすけ ぉにかぇ 
おぇおぇは-すけ けょくぇ こさうつうくぇ うかう こさけぉかっきぇ, おすけ-すけ うい 
しけこっさくうおけゃ ぉにか きぇしすっさけゃうすっっ くぇし, ゅょっ-すけ きに 
けてうぉぇかうしぬ, ゅょっ-すけ こさけうゅさにゃぇかう そういうつっしおう. ┿ こけ 
こけゃけょせ  すけゅけ, おぇおぇは うゅさぇ いぇこけきくうかぇしぬ ぉけかぬてっ 
ゃしっゅけ… ╃せきぇの, つすけ しぇきぇは いぇこけきうくぇのとぇはしは うゅさぇ っとっ 
ゃこっさっょう.╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ:   

╄しかう こけしきけすさっすぬ こけ しけしすぇゃせ, おけすけさにえ しすぇさすけゃぇか 
けしっくぬの う っしすぬ しっえつぇし, すけ ぉけかぬてうた ういきっくっくうえ ゃに くっ 
くぇえょっすっ. ╉けくっつくけ, おすけ-すけ せてっか, おすけ-すけ くっ きけゅ 
ゃにしすせこぇすぬ うい-いぇ すさぇゃき, くけ くっす おけきぇくょ, おけすけさにっ くっ 
しすさぇょぇのす ねすうき. 』すけ ういきっくうかけしぬ ゃ «╃けくぉぇししっ»? ╋に 
しすぇかう ょさせあくっっ, う ねすけ つせゃしすゃせっすしは こけ うゅさっ, くぇきっすう-
かうしぬ いゃっくぬは, さぇいさぇぉけすぇくに うゅさけゃにっ したっきに, う ねすけ 
ゃうょくけ. ╇い すけゅけ, つすけ いぇこけきくうかけしぬ ぉけかぬてっ ゃしっゅけ – っしすぬ 
うゅさに, おけすけさにっ いぇこけきくうかうしぬ し くっゅぇすうゃくけえ しすけさけくに, 
くぇこさうきっさ, くぇ ゃにっいょっ しけ ]╉┿, ぇ っしすぬ – すっ, おけすけさにっ 
ゃけえょせす ゃ うしすけさうの, おぇお こけぉっょくにっ: ゃにっいょくぇは しっさうは し 
«┿ゃすけきけぉうかうしすけき», «╋ぇゅくうすおけえ» う «〈さぇおすけさけき» うい 
おけすけさけえ きに こさうゃっいかう 9 けつおけゃ, ぇ すぇおあっ こけぉっょくにっ 
ょけきぇてくうっ しっさうう. ¨つっくぬ くぇょっのしぬ, つすけ いぇおかのつうすっかぬ-
くぇは ょけきぇてくはは しっさうは いぇこけきくうすしは し たけさけてっえ しすけさけくに. 

╃きうすさうえ ╉ぇゅぇさかうちおうえ:  

╋くっ しかけあくけ けたぇさぇおすっさういけゃぇすぬ おぇおけえ ぉにかぇ ょかは 
«╃けくぉぇししぇ» しすぇょうは さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ, 
こけしおけかぬおせ きけあくけ しおけかぬおけ せゅけょくけ くぇぉかのょぇすぬ いぇ 
おけきぇくょけえ, くけ こけくはすぬ おけきぇくょせ きけあくけ すけかぬおけ こけこぇゃ ゃ 
くっっ. ╉けくっつくけ, きくっ こけくぇょけぉうかけしぬ ゃさっきは くぇ ぇょぇこすぇ-
ちうの, くけ すせす は せゃうょっか おけきぇくょせ くぇしすけはとうた こさけそっししうけ-
くぇかけゃ – こさけそっししうけくぇかけゃ ょけしすけえくにた こかっえ-けそそ.

╁ うすけゅっ…

- ゃしっ 49 うゅさ, おけすけさにっ ょけ 13 そっゃさぇかは こさけゃっか «╃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 ╉》╊, しにゅさぇかう つっすにさっ たけおおっうしすぇ: 
  いぇとうすくうお ‶っすっさ ‶けたさぇょしおう, くぇこぇょぇのとうっ ╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす, ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ う ‶っすすっさう ╁うさすぇくっく.  

- ぉけかぬてっ ゃしった – 15 てぇえぉ – いぇぉさけしうか くにくってくうえ おぇこうすぇく  ╁ぇちかぇゃ ′っょけさけしす

- ぉけかぬてっ ゃしった けつおけゃ - 35 (13+22) くぇぉさぇか ╄ゃゅっくうえ ╃ぇょけくけゃ. ¨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. 

- しぇきにえ ゃにしけおうえ おけねそそうちうっくす こけかっいくけしすう + 12 せ いぇとうすくうおぇ ╉かねは 〉うかしけくぇ 
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》╉ «╃けくぉぇしし» 
ゃ ゅけしすはた せ ‶さっいうょっくすぇ

7 âñçëí¿　 Ññ¿ñÇíîó　 びと «がÜÖßíïï»  ß▲¿í äëóÇ¿íüñÖí ¡ ぢëñ£óÑñÖöÜ ば¡ëíóÖ▲ 
ゑó¡öÜëÜ éÖÜ¡ÜçóôÜ ó ïäó¡ñëÜ ゑñëêÜçÖÜú づíÑ▲ ゑ¿íÑó½óëÜ づ▲ßí¡Ü.
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づíÖÖññ ÜöëÜ 7 âñçëí¿　. と¿ÜßÖ▲ú íçöÜßÜï ½　Ç¡Ü «¿ñöóö» äÜ ñàñ 
äÜïö▲½ Ü¿óîí½ がÜÖñî¡í, í ç í~ëÜäÜëöÜ Ü¢ñ ¢Ññö ôíëöñë Öí とóñç. 
びÜ¡¡ñóïöí½ «がÜÖßíïïí» ¡ äñëñ¿ñöí½ Öñ äëóç▲¡íöá - 26 ç▲ñ£ÑÖ▲ê 
½íöôñú £í ÖñäÜ¿Ö▲ê üñïöá ½ñï　îñç. ぞÜ öí¡ÜÇÜ ç▲ñ£Ñí Ü ëñß　ö 
ñàñ Öñ ß▲¿Ü. ゑ½ñïöÜ ïÜ½Ü¡ ï âÜë½Üú – ¡Üâë▲ c ~¿ñÇíÖöÖ▲½ó 
¡Üïö0½í Üö öÜëÇÜçÜú ½íë¡ó Arber. がí ó ¡ÜÖñôÖí　 öÜô¡í ½íëüëÜöí 
Öñ ¿ñÑÜçí　 íëñÖí ïÜäñëÖó¡í, í … んÑ½óÖóïöëíîó　 ぢëñ£óÑñÖöí 
ば¡ëíóÖ▲ ゑó¡öÜëí éÖÜ¡Üçóôí…

]こせしすは こぇさせ つぇしけゃ おかせぉくにえ ぇゃすけぉせし «╃けくぉぇししぇ» せあっ しすけうす ゃけいかっ 
┿ょきうくうしすさぇちうう ‶さっいうょっくすぇ. ‶けしかっょくうっ こさうゅけすけゃかっくうは. ╇ ゃ 
すけさあっしすゃっくくけえ けぉしすぇくけゃおっ ╆ぇかぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた きっさけこさうはすうえ 
‶さっいうょっくす 〉おさぇうくに ╁うおすけさ ぅくせおけゃうつ こけいょさぇゃかはっす ゅけしすっえ し こけぉっょけえ 
ゃ ╉けくすうくっくすぇかぬくけき ╉せぉおっ. «¨つっくぬ こさうはすくけ こさうくうきぇすぬ しっゅけょくは すぇおうた 
ゅけしすっえ. ╋に こけくうきぇっき, つすけ ねすぇ こけぉっょぇ う ゃぇき, う すさっくっさぇき くっ 
ょけしすぇかぇしぬ かっゅおけ. ╇ たけすうき いぇ ねすけ しおぇいぇすぬ «しこぇしうぉけ». 〈ぇおあっ させおけゃけょ-
しすゃけ しすさぇくに こさっおさぇしくけ こけくうきぇっす, つすけ ょかは すけゅけ, つすけぉに さぇいゃうゃぇかしは 
しこけさす, う ゃ つぇしすくけしすう, たけおおっえ くせあっく しうしすっきくにえ こけょたけょ, くせあくけ 
さぇいゃうゃぇすぬ うくそさぇしすさせおすせさせ, う ゅけしせょぇさしすゃけ ぉせょっす ょっかぇすぬ ねすけ», - 
けすきっすうか ゅかぇゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

«╁ 2007ゅ. ╁うおすけさ 《っょけさけゃうつ ぅくせおけゃうつ ぉにか ‶さっきぬっさ-きうくうしすさけき 
〉おさぇうくに う うくうちううさけゃぇか こさけゅさぇききせ «》けおおっえ 〉おさぇうくに», ぉかぇゅけょぇさは 
おけすけさけえ せあっ こけしすさけっくに ぉけかっっ 10 おぇすおけゃ. ╉ しけあぇかっくうの, ゃ ねすうた 
しすっくぇた くっす たけおおっうしすけゃ, ゃにさけしてうた くぇ ねすうた おぇすおぇた. ぁすけ ょっすう 1998-2008 
ゅけょけゃ さけあょっくうは. ′け こさけえょっす 3-4 ゅけょぇ, おぇお さぇい おけ かぬゃけゃしおけえ 
けかうきこうぇょっ, けくう ぉせょせす うゅさぇすぬ いぇ しぉけさくせの しすさぇくに. ╉さけきっ すけゅけ, しっえつぇし 
きに せつぇしすゃせっき ゃ ╉けくすうくっくすぇかぬくけえ たけおおっえくけえ かうゅっ う ぉぬっきしは いぇ ╉せぉけお 
╂ぇゅぇさうくぇ, う しぇきけ くぇいゃぇくうっ けぉはいにゃぇっす くぇし こさけこうしぇすぬ っゅけ ゃ ╃けくぉぇししっ, 
くぇ さけょうくっ ╂っけさゅうは ╀っさっゅけゃけゅけ う ┿かっおしぇくょさぇ ╁けかおけゃぇ. ╇ こせしすぬ くっ ゃ 
ねすけき しっいけくっ, くけ ねすけ くぇてぇ しかっょせのとぇは いぇょぇつぇ», - けすきっすうか ゃ けすゃっすくけき 
しかけゃっ こさっいうょっくす 》╉ «╃けくぉぇしし» ╀けさうし ╉けかっしくうおけゃ. 

╉ しかけゃせ, けぉかぇょぇすっかう ╉けくすうくっくすぇかぬくけゅけ ╉せぉおぇ こさうったぇかう お ‶さっいうょっく-
すせ くっ し こせしすにきう させおぇきう. ‶さっいうょっくす 》╉ «╃けくぉぇしし» ╀けさうし ╉けかっしくうおけゃ 
こさっいっくすけゃぇか ゅかぇゃっ ゅけしせょぇさしすゃぇ おぇさすうくせ, くぇ おけすけさけえ いぇこっつぇすかっくぇ 
ちっさっきけくうは くぇゅさぇあょっくうは ╉けくすうくっくすぇかぬくけゅけ ╉せぉおぇ, うきっくくせの おかのておせ 
う «たけおおっえおせ» し ちうそさけえ 7, おけすけさぇは ょかは おかせぉぇ しすぇかぇ しうきゃけかうつくけえ – 
うきっくくけ 7 てぇえぉ いぇぉうかう ょけくっちおうっ たけおおっうしすに ゃ そうくぇかぬくけき きぇすつっ 
]せこっさそうくぇかぇ ╉けくすうくっくすぇかぬくけゅけ ╉せぉおぇ, つすけ しょっかぇかけ うた こっさゃにきう 
せおさぇうくしおうきう こけぉっょうすっかはきう っょうくしすゃっくくけゅけ おかせぉくけゅけ すせさくうさぇ 
]すぇさけゅけ ]ゃっすぇ.

╁ おけくちっ ゃしすさっつう ‶さっいうょっくす 〉おさぇうくに ╁うおすけさ ぅくせおけゃうつ ゃさせつうか 
ぇょきうくうしすさぇちうう ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ くぇゅさぇょに う ょぇか さぇしこけさはあっくうっ ゅかぇゃっ 

┿ょきうくうしすさぇちうう ‶さっいうょっくすぇ ]っさゅっの ╊っゃけつおうくせ さぇししきけすさっすぬ 
ゃけいきけあくけしすぬ くぇゅさぇあょっくうは うゅさけおけゃ 》╉ «╃けくぉぇしし» いぇ ゃおかぇょ ゃ 
こけこせかはさういぇちうの たけおおっは ゃ 〉おさぇうくっ.

‶けしかっ ゃしすさっつう し ╁うおすけさけき 《っょけさけゃうつっき させおけゃけょしすゃけ おかせぉぇ, すさっくっさに 
う うゅさけおう 》╉ «╃けくぉぇしし» こさけしかっょけゃぇかう ゃ いょぇくうっ ╁っさたけゃくけえ [ぇょに 
〉おさぇうくに. ‶さぇゃょぇ, «こけくぇあうきぇすぬ おくけこおう», おぇお くぇしすけはとうっ ょっこせすぇすに, 
たけおおっうしすぇき くっ せょぇかけしぬ. ╆ぇすけ ゃ いぇかっ ょけくつぇく せあっ あょぇか しこうおっさ 
╁っさたけゃくけえ さぇょに 〉おさぇうくに ╁かぇょうきうさ [にぉぇお. «╃けくぉぇしし う ╃けくっちお - ねすけ 
せあっ くっ すけかぬおけ そせすぉけかぬくぇは しすけかうちぇ しすさぇくに, くけ う たけおおっえくぇは», - 
けすきっすうか  けく, う こけけぉっとぇか けぉはいぇすっかぬくけ ゃにおさけうすぬ ゃさっきは う  こけぉにゃぇすぬ 
くぇ きぇすつっ ╉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.

7 âñçëí¿　 ÖíçïñÇÑí çÜúÑñö ç óïöÜëó0 ば¡ëíóÖ▲, 

¡í¡ ÑñÖá ôñçïöçÜçíÖó　 êÜ¡¡ñ　, 

¡í¡ ÑñÖá êÜ¡¡ñúÖÜÇÜ ¡¿Üßí «がÜÖßíï».
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╁ ぇこさっかっ 2012 ゅ. ょけきぇてくはは ぇさっくぇ たけおおっえくけゅけ おかせぉぇ «╃けくぉぇしし» ゃけてかぇ ゃ  
つうしかけ 100 しぇきにた こけしっとぇっきにた ゃ ╄ゃさけこっ. 〈ぇおけゃにきう けおぇいぇかうしぬ ょぇくくにっ 
しすぇすうしすうおう, けぉくぇさけょけゃぇくくにっ ╋っあょせくぇさけょくけえ そっょっさぇちうう たけおおっは. ╁ 
しさっょくっき くぇ きぇすつぇた ╁にしてっえ たけおおっえくけえ かうゅう [けししうう, ゃ おけすけさけえ すけゅょぇ 
ゃにしすせこぇか «╃けくぉぇしし», し せつぇしすうっき つっきこうけくけゃ 〉おさぇうくに くぇ すさうぉせくぇた 
"╃させあぉに" しけぉうさぇかうしぬ 3 すにしはつう 556 いさうすっかっえ. 〈けゅょぇ きに いぇくはかう ゃ 
さっえすうくゅっ いぇこけかくはっきけしすう 94-の しすさけつおせ.

] すった こけさ こさけてかけ 10 きっしはちっゃ… 

╉けくっつくけ, ょっぉのす  «╃けくぉぇししぇ» ゃ ╉》╊ う けしっくくうえ かけおぇせす ′》╊, ぉかぇゅけょぇさは 
おけすけさけきせ くぇ かっょ ┿さっくに «╃させあぉに» ゃ うゅさぇた こさけすうゃ ょけくっちおけゅけ おかせぉぇ 
ゃにてかう きうさけゃにっ たけおおっえくにっ いゃっいょに  ┿かっおしぇくょさ ¨ゃっつおうく, ╄ゃゅっくうえ 
╋ぇかおうく, ╇かぬは ╉けゃぇかぬつせお う ′》╊けゃしおけっ すさうけ «╃けくぉぇししぇ» [せしかぇく 
《っょけすっくおけ, ┿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, くっ きけゅかう くっ 
しにゅさぇすぬ しゃけっえ さけかう.  

╁ うすけゅっ くぇょけ おけくしすぇすうさけゃぇすぬ, つすけ ぉけかっかぬとうおう «╃させあぉせ» ゃ ねすけき しっいけくっ 
あぇかせのす おぇお くうおけゅょぇ. ′ぇ 23-た ょけきぇてくうた うゅさぇた, おけすけさにっ «╃けくぉぇしし» 
こさけゃっか 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 すさうぉせくぇた ょけきぇてくっえ 
こかけとぇょおう ょけくつぇく ゃ けぉとっえ しかけあくけしすう こけぉにゃぇかう  81 855 ぉけかっかぬとうおけゃ.
 ╀けかっっ すけゅけ, ゃ ねすけき しっいけくっ ぉにか いぇそうおしうさけゃぇく ぇぉしけかのすくにえ さっおけさょ 
こけしっとぇっきけしすう ┿さっくに «╃させあぉぇ». 1 ょっおぇぉさは 2012ゅ. くぇ きぇすつっ 》╉ 
«╃けくぉぇしし» - 》╉ «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ)  こけぉにゃぇかう 4028 ぉけかっかぬとうおけゃ. ‶さう 

╁ こさっょょゃっさうう くけゃにた さっおけさょけゃ
81 855 ßÜ¿ñ¿áàó¡Üç äÜß▲çí¿ó 
Öí 23-ê ÑÜ½íüÖóê ½íöôíê 
«がÜÖßíïïí».

くぇょけ けすきっすうすぬ, つすけ きうくうきぇかぬくぇは ちうそさぇ こさうしせすしすゃせのとうた くぇ きぇすつっ, 
おけすけさぇは  ぉにかぇ いぇそうおしうさけゃぇくぇ こさけこせしおくけえ しうしすっきけえ –  3232,  ぇ ねすけ 
ちっかにた 79% けす けぉとっえ ゃきっしすうきけしすう ぇさっくに.

╉さけきっ すけゅけ, さぇしすっす ゅっけゅさぇそうは ぉけかっかぬとうおけゃ «╃けくぉぇししぇ». ′ぇ きぇすつう 
ょけくつぇく こさうっいあぇかう そぇくに せあっ  くっ すけかぬおけ うい しけしっょくうた けぉかぇしすっえ う [けししうう, 
ぇ う うい ╂させいうう, ╀っかぇさせしう, ╂さっちうう う ょぇあっ うい 《うくかはくょうう う ╉ぇくぇょに. [ぇしすっす 
う こけょょっさあおぇ こけ けぉかぇしすう. ′っょぇゃくけ ぉにか しけいょぇく そぇく-おかせぉ 》╉ «╃けくぉぇしし» 
くぇ ぉぇいっ 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»

╇ しっえつぇし, おけゅょぇ ょけ おけくちぇ さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ けしすぇのすしは  すさう 
さってぇのとうっ うゅさに, しせょは こけ おけかうつっしすゃせ こさけょぇくくにた ぉうかっすけゃ, すけつおせ ゃ 
つっさっょっ さっおけさょけゃ しすぇゃうすぬ さぇくけ. 

«╃させあぉせ» あょせす くけゃにっ さっおけさょに, ぇ «╃けくぉぇしし» - くけゃにっ こけぉっょに!
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╇ょっは ゃにぉうさぇすぬ しぇきせの おさぇしうゃせの こさうてかぇ うい…╁》╊. ╁ こさけてかけき ゅけょせ 
╁しっさけししうえしおぇは たけおおっえくぇは かうゅぇ こさっょかけあうかぇ ゃしっき 22 おかせぉぇき, おけすけさにっ 
すけゅょぇ ゃ くっっ ゃたけょうかう, ゃにぉさぇすぬ しゃけの きうしし. ╁ しかっょせのとっき ねすぇこっ おかせぉくにっ 
おさぇしぇゃうちに ぉけさけかうしぬ いぇ いゃぇくうっ きうしし ╁》╊. 
╁にぉけさに ゅかぇゃくけえ おさぇしぇゃうちに おかせぉ さってうか しょっかぇすぬ ょけぉさけえ すさぇょうちうっえ. 
′ぇつうくぇは し ぇゃゅせしすぇ, おぇあょにえ きっしはち こけかぬいけゃぇすっかう ゅさせここに ╁╉けくすぇおすっ こけ 
そけすけ, おけすけさにっ いぇゅさせいうかう ゃ しこっちうぇかぬくにえ ぇかぬぉけき こけすっくちうぇかぬくにっ きうしし, 
ゃにぉうさぇのす しぇきせの-しぇきせの.
╆くぇおけきぬすっしぬ!

╋うしし ぇゃゅせしす – ╄かっくぇ ╉うしっくおけ
╁ ぇゃゅせしすっ こけしっすうすっかう けそうちうぇかぬくけえ ゅさせここに 》╉ "╃けくぉぇしし" ╁╉けくすぇおすっ 
すうすせか きうしし きっしはちぇ 》╉ "╃けくぉぇしし" けすょぇかう 20-かっすくっえ しすせょっくすおっ ╃けくっちおけゅけ 
くぇちうけくぇかぬくけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ ╄かっくっ ╉うしっくおけ. 
"ぅ せつぇしすゃけゃぇかけ ゃ そけすけしっししうう, おけすけさせの 》╉ "╃けくぉぇしし" しけゃきっしすくけ し 
Donbass Photo Agency けさゅぇくういけゃぇかう ょかは しゃけうた ぉけかっかぬとうおけゃ, ぇ こけすけき 
せゃうょっかぇ ゃ ゅさせここっ おけくおせさし う さってうかぇ さぇいきっしすうすぬ しゃけう そけすけ", - さぇししおぇいぇ-
かぇ ╊っくぇ. ╁ きけょっかぬくけき ぉういくっしっ けくぇ くっ くけゃうつけお – いぇくうきぇっすしは ゃ 
きけょっかぬくけき ぇゅっくすしすゃっ せ ╁っさに ╂ぇさきぇてけゃけえ, う せあっ くっ さぇい せつぇしすゃけゃぇかぇ ゃ 
そけすけしっししうはた ょかは おぇすぇかけゅけゃ けょっあょに, こけおぇいぇた う おけくおせさしぇた おさぇしけすに. 

╋うしし しっくすはぉさぬ – ╉さうしすうくぇ ╉せすくうおけゃぇ
╁ しっくすはぉさっ いゃぇくうっ きうしし きっしはちぇ こけかぬいけゃぇすっかう ゅさせここに ╁╉けくすぇおすっ けすょぇかう 

╉さぇしぇゃうちに う たけおおっえ
ば¢ñ üñïöá ½ñï　îñç äÜ¿á£Üçíöñ¿ó 
Üâóîóí¿áÖÜú ÇëÜää▲ びと «がÜÖßíïï» 
ゑとÜÖöí¡öñ äÜöñ½ ÇÜ¿ÜïÜçíÖó　 
ÜäëñÑñ¿　0ö ïí½Ü0 ¡ëíïóçÜ0 
ßÜ¿ñ¿áàóîÜ.

ょけくつぇくおっ ╉さうしすうくっ ╉せすくうおけゃけえ.

╋うしし けおすはぉさぬ – ╄おぇすっさうくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ
╁ けおすはぉさっ ゅかぇゃくけえ おかせぉくけえ おさぇしぇゃうちっえ しすぇかぇ ╄おぇすっさうくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. 
‶けしすけはくくにっ ぉけかっかぬとうおう 》╉ "╃けくぉぇしし" いくぇのす ╉ぇすの おぇお けょくせ うい すさった Ice 
Girls. ¨くぇ しすせょっくすおぇ すさっすぬっゅけ おせさしぇ, ぉせょせとうえ ぉせたゅぇかすっさ. ′ぇ おけくぬおう 
ゃこっさゃにっ ゃしすぇかぇ, おけゅょぇ ゃ ╃けくっちおっ くぇつぇかう けすおさにゃぇすぬ つぇしすくにっ おぇすおう, すけ 
っしすぬ かっす こはすぬ くぇいぇょ. ]くぇつぇかぇ いぇくうきぇかぇしぬ しぇきぇ, こけすけき しすぇかぇ さぇぉけすぇすぬ し 
すさっくっさけき. 《うゅせさくけっ おぇすぇくうっ けくぇ しつうすぇっす しゃけうき たけぉぉう, おさけきっ すけゅけ 
せゃかっおぇっすしは そうすくっしけき. 

╋うしし くけはぉさぬ – ╃ぇてぇ ╆ぇえちっゃぇ
╁ くけはぉさっ きうしし きっしはちぇ しすぇかぇ ╃ぇてぇ ╆ぇえちっゃぇ. ‶け けぉさぇいけゃぇくうの ょっゃせておぇ 
ねおけくけきうしす-きぇさおっすけかけゅ. ╃ぇてぇ こさういくぇっすしは: ゃ こけしかっょくっっ ゃさっきは たけおおっえ 
しすぇか ょかは くっっ つせすぬ かう くっ けしくけゃくにき たけぉぉう, う ょぇあっ ぉせょせつう ゃ ╋けしおゃっ, けくぇ 
ぉにかぇ くぇ ゃにっいょくけき きぇすつっ «╃けくぉぇししぇ». ¨すおせょぇ せゃかっつっくうっ たけおおっっき? «╋けえ 
こぇこぇ けつっくぬ たけさけてけ さぇいぉうさぇっすしは ゃ たけおおっっ. ╋くけゅけ さぇい こさうゅかぇてぇか きっくは 
しけしすぇゃうすぬ っきせ おけきこぇくうの くぇ うゅさぇた «╃けくぉぇししぇ», くけ ゃしっ おぇお-すけ  くっ 
こけかせつぇかけしぬ. ぅ つぇしすけ ぉにゃぇの ゃ ╋けしおゃっ せ ょさせいっえ. ¨ょくぇあょに ゃけいゃさぇとぇかぇしぬ 
ゃ ╃けくっちお, あょぇかぇ しぇきけかっすぇ ゃ 【っさっきっすぬっゃけ, しきけすさの いくぇおけきにっ かうちぇ, 
いくぇおけきぇは ねきぉかっきぇ くぇ おせさすおぇた. ぁすけ ぉにかう くぇてう たけおおっうしすに. ] すった こけさ は くぇ 
たけおおっっ つぇしすにえ ゅけしすぬ». 

╋うしし ょっおぇぉさぬ – ╄かっくぇ 《けきっくおけ
╁ ょっおぇぉさっ こけしっすうすっかう けそうちうぇかぬくけえ ゅさせここに 》╉ "╃けくぉぇしし" ╁╉けくすぇおすっ 
すうすせか きうしし きっしはちぇ 》╉ "╃けくぉぇしし" けすょぇかう 19-かっすくっえ しすせょっくすおっ ╃けく′〈〉 
╄かっくっ 《けきっくおけ. 
‶けきうきけ いくぇつおけゃ, ぉさっかけおけゃ う てぇさそうおけゃ, てぇこおう う たけおおっえおう うい おかせぉくけゅけ 
FanShop, せ ╊っくに ょぇあっ っしすぬ しっさっあおう hand made c かけゅけすうこけき «╃けくぉぇし-
しぇ». 

′ぇ ねすけき ゃにぉけさに きうしし 》╉ «╃けくぉぇしし» くっ けしすぇくぇゃかうゃぇのすしは.
╂させいうすっ そけすけ, しすぇゃぬすっ かぇえおう!

╃ぇてぇ ╆ぇえちっゃぇ
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』すけ “すゃけさはす” ぉけかっかぬとうおう?
どÜ ó Ññ¿Ü Öí äÜôöÜ ¡¿Üßí ó Öí äíß¿ó¡ó ç ïÜîïñö　ê äëóêÜÑ　ö…
Öñö Öñ äóïá½í ï ¢í¿Üßí½ó, í Üßëí£î▲ öçÜëôñïöçí ßÜ¿ñ¿áàó¡Üç ¡¿Üßí: 
ëóïÜÖ¡ó, âÜöÜ ä¿í¡íöÜç, ó  Ñí¢ñ âÜöÜ ïñëñ¢ñ¡, ÖÜ äñëçñÖïöçÜ 
ç ~öÜ½ ïäóï¡ñ £íÖó½í0ö ïöóêó.  

‶ぇこぇ くぇて さぇぉけすぇか けつっくぬ,
‶ぇこぇ くぇて せしすぇか. 
』すけぉ せおさぇしうすぬ ょくう, きに し ょけつっえ, 
╆ぇたけすっかう けつっくぬ-けつっくぬ,
』すけぉに くぇて すさせょはゅぇ -けすつっ 
′ぇ たけおおっえ こけこぇか.
‶け いくぇおけきしすゃせ, こけ いゃけくおせ
╃ぇかう くぇき ぉうかっす. 》けおおっうしす-こっくしうけくっさ,
╀にゃてうえ くぇて "かっゅうけくっさ" 
′ぇき きぇたくせか "‶[╇╁╄〈!" 
′ぇて "╃けくぉぇしし"- おさぇしぇゃちに -こぇさくう, 
╁しっ おぇお くぇ こけょぉけさ!
╁にしけおう, てうさけおけこかっつう,
╂ょっ あ うた 』っさくけきけさ? 
╋に おさうつぇかう "【┿╈╀〉! 【┿╈╀〉!"
╋に けさぇかう: "╀╄╈! ╃┿╁┿╈!"
‶ぇこぇ すけこぇか, こぇこぇ たかけこぇか,
- [ぇょけしすぬ つっさっい おさぇえ!
‶ぇさくう くぇし くっ けぉきぇくせかう,
]つっす お こけぉっょっ こけゃっさくせかう,
》さぇぉさにえ, ょけぉかっしすくにえ "╃けくぉぇしし"!, 
╆くぇえすっ, きに ゃしっゅょぇ いぇ ゃぇし! 
╋ぇきぇ すぇお こっさっあうゃぇかぇ, 
〈ぇお ぉけかっかぇ, すぇお おさうつぇかぇ,
]っさょちっ-おすけ こけえきひす っゅけ- 
‶さけしすけ ゃにしおけつうすぬ きけゅかけ!
‶けしかっ "こさぇいょくうおぇ ょかは こぇこ" 
╋ぇきぇ "ゅかせてうす" おけさゃぇかすぇぉ....

                                               ╄ゃゅっくうは ╉ぇきっくくぇは

╊のぉうきけきせ 》╉ "╃けくぉぇしし" こけしゃはとぇっすしは.

] かのぉけゃぬの う ゃっさけえ.
‶けしかっょくはは しっさうは,
╂かぇゃくにっ きぇすつう...
╁ぇき しかけあくけ, きに ゃしっ ねすけ いくぇっき.
╋に し ゃぇきう, さっぉはすぇ,
]っさょちぇ くぇてう ぉぬのすしは
╃かは ゃぇし, おけきぇくょぇ さけょくぇは!
╇ こせしすぬ あっ 《けさすせくぇ
〉かにぉおけえ しうはっす
╇ し ゃぇきう ぉさけしぇっすしは ゃ こかぇきは!
╋に ゃっさうき:
╁ ょせてっ せ ゃぇし しきっかけしすぬ
╇ あぇあょぇ こけぉっょに かうたぇは.
╇ こせしすぬ ゃぇてぇ しうかぇ
′う おぇこかう くっ ょさけゅくっす,
┿ しうかに しけこっさくうおぇ すぇのす.
╁に かせつてうっ, いくぇえすっ,
╁に くっこけゃすけさうきに!
╋に ゃしの くぇてせ ゃっさせ ゃぇき ょぇさうき!

                                      ┿くすけくうくぇ ╁けょけこぬはくけゃぇ

′けゃにっ さぇぉけすに あょっき こけ ぇょさっしせ pr@hcdonbass.com

╂けさはす けゅくう くぇ かっょはくけえ ┿さっくっ,
╇ ゃしっ しっさょちぇ ゃいゃけかくけゃぇくくけ しすせつぇす,
╁ たけおおっえ うゅさぇのす くぇしすけはとうっ きせあつうくに,
╇ ょかは "╃けくぉぇししぇ" くっす くう しすさぇたぇ, くう こさっゅさぇょ.

"╃けくぉぇしし", うゅさぇえ, こけぉっょぇ ぉせょっす くぇてぇ!
"╃けくぉぇしし", ょぇゃぇえ, すに さぇいけぉぬってぬ ゃさぇゅぇ!
"╃けくぉぇしし" - ゃこっさっょ, う こせしすぬ せいくぇっす おぇあょにえ,
』すけ すに, "╃けくぉぇしし", しうかぬくっえ ょっくぬ けすけ ょくは.

〉ょぇつぇ し くぇきう, おけきぇくょぇ さゃっすしは お ぉけの,
]けきくっくうえ くっす - こけぉっょぇ ゃこっさっょう.
¨ょうく いぇ ゃしった, う ゃしっ いぇ けょくけゅけ きに
》╉ "╃けくぉぇしし", しけこっさくうお - こけいぇょう.

"╃けくぉぇしし", うゅさぇえ, こけぉっょぇ ぉせょっす くぇてぇ!
"╃けくぉぇしし", ょぇゃぇえ, すに さぇいけぉぬってぬ ゃさぇゅぇ!
"╃けくぉぇしし" - ゃこっさっょ, う こせしすぬ せいくぇっす おぇあょにえ,
』すけ くぇて, "╃けくぉぇしし", しうかぬくっえ ょっくぬ けすけ ょくは.

╂けさはす けゅくう くぇ かっょはくけえ ┿さっくっ,
╇ょっす ぉけさぬぉぇ - くっす ゃさっきっくう しおせつぇすぬ.
》╉ "╃けくぉぇしし", すに - ゅけさょけしすぬ 〉おさぇうくに,
》╉ "╃けくぉぇしし", すに しけいょぇく こけぉっあょぇすぬ!

                                            «]くっあおぇ»    
                                          くぇ そけさせき 》╉ «╃けくぉぇしし»



』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊ 2012-2013

hcdonbass.com23

′っ すけかぬおけ
たけおおっえ
ぶñ½, äÜ½ó½Ü êÜ¡¡ñ　, ¢ó¿í んëñÖí 
«がëÜ¢ßí» ç  ëñÇÜ¿　ëÖÜ½ ôñ½äóÜÖíöñ 
とびず Ññß0öÖÜÇÜ ïñ£ÜÖí びと «がÜÖßíïï»? 

‶さうたけょは くぇ うゅさせ, ぉけかっかぬとうお ょけかあっく せゃうょっすぬ くっ すけかぬおけ おさぇしうゃにえ 
たけおおっえ, くけ う こけかせつうすぬ せょけゃけかぬしすゃうっ けす こさっぉにゃぇくうは くぇ ┿さっくっ, ゃっょぬ 
こけきうきけ すさった こっさうけょけゃ, っしすぬ ょゃぇ こっさっさにゃぇ, ゃさっきは ょけ う こけしかっ うゅさに.  
╁しすせこうゃ ゃ ╉》╊, せすゃっさあょっくうっ «くぇ たけおおっっ ょけかあくけ ぉにすぬ うくすっさっしくけ»  
«╃けくぉぇしし» ゃいはか いぇ こさぇゃうかけ.

Fan Family Club
╄とっ ょけ しすぇさすぇ さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ╉》╊, ゃ たけかかっ ┿さっくに くぇつぇかぇ 
さぇぉけすせ うゅさけゃぇは いけくぇ «Fan Family Club». 〉あっ いぇ こけかつぇしぇ ょけ きぇすつぇ, ぇ 
こけすけき ゃ おぇあょけき うい こっさっさにゃけゃ, すせす しけゃっさてっくくけ ぉっしこかぇすくけ きけあくけ 
しおけさけすぇすぬ ゃさっきは いぇ うゅさけえ ゃ くぇしすけかぬくにえ たけおおっえ, ぇねさけたけおおっえ うかう 
たけおおっえくにえ Play Station. 〉つうすにゃぇは, つすけ けしけぉけえ こけこせかはさくけしすぬの うゅさけゃぇは 
いけくぇ こけかぬいせっすしは せ しすせょっくすけゃ, けしっくぬの 》╉ «╃けくぉぇしし» こさけゃっか すせさくうさ こけ 
くぇしすけかぬくけきせ たけおおっの しさっょう ゃせいけゃ. ‶けぉっょうすっかはきう しすぇかう しすせょっくすに ╃けく′〉. 
┿ こけいあっ,   こけょおかのつうかうしぬ う ぉけかっかぬとうおう, しさっょう おけすけさにた ぉにか さぇいにゅさぇく 
╉せぉけお ╃させあぉに. ╁ うゅさけゃけえ いけくっ ぉけかっかぬとうおう ぉけさけかうしぬ いぇ いゃぇくうっ しぇきけゅけ 
しうかぬくけゅけ ゃ すせさくうさぇた こけ ぇさきさっしかうくゅせ う せつぇしすゃけゃぇかう ゃ ゃっしっかにた 
おけくおせさしぇた. ′っ さぇい すせす こっかう, すぇくちっゃぇかう, てせすうかう ╉╁′-とうおう う ょぇあっ 
つうすぇかう ぉうす-ぉけおし.

‶け かぬょせ くぇ «ぉかうくっ»
′っ しおせつくけ う ゃ つぇてっ ┿さっくに. ╀けかっかぬとうおぇき, おけすけさにっ こさうてかう くぇ うゅさせ 》╉ 
"╃けくぉぇしし" こさけすうゃ くうあくっおぇきしおけゅけ "′っそすったうきうおぇ" ゃこっさゃにっ ゃ うしすけさうう 
おかせぉぇ…こさっょかけあうかう ゃにえすう くぇ かっょ. 〉つぇしすくうおう ょけかあくに ぉにかう いぇぉさけしうすぬ 
てぇえぉせ ゃ ゃけさけすぇ しくぇつぇかぇ し ちっくすさぇ こかけとぇょおう, ぇ こけすけき う けす しうくっえ かうくうう. 
‶けいあっ さけょうかぇしぬ うょっは っとっ けょくけゅけ おけくおせさしぇ くぇ かぬょせ. ]せすぬ っゅけ すぇおけゃぇ: 
ゃっょせとうえ ょかは せつぇしすうは こさうゅかぇてぇっす ょゃせた こぇさくっえ う ょゃせた ょっゃせてっお. ╆ぇょぇつぇ 
ぉぇさにてっくぬ おぇお きけあくけ ぉにしすさっっ しけぉさぇすぬ きはつうおう, さぇいぉさけしぇくくにっ こけ かぬょせ, 
しうょは こさう ねすけき ゃ こかぇしすきぇししけゃけき "ぉかうくっ". ╆ぇょぇつぇ こぇさくっえ – すけかおぇすぬ 
"ぉかうく". 〈ぇ こぇさぇ, おけすけさぇは しょっかぇかぇ ねすけ ぉにしすさっっ, こけかせつぇっす こけょぇさおう けす 
FanShop 》╉ "╃けくぉぇしし".

1686 きはつうおけゃ
╃かは すった, おすけ ゃにたけょうすぬ くぇ かっょ くっ さうしおせっす, さっゅせかはさくけ こさけゃけょうすしは 

"Snowballs". ぁすけす おけくおせさし ぉにか こさうょせきぇく う ゃこっさゃにっ さっぇかういけゃぇく ゃ [うゅっ 
くぇ ょけきぇてくっえ ぇさっくっ さうあしおけゅけ "╃うくぇきけ" っとっ ょけ しけいょぇくうは ╉》╊. ]せすぬ っゅけ 
ゃ すけき, つすけ ぉけかっかぬとうおう ゃけ ゃさっきは けょくけゅけ うい こっさっさにゃけゃ こけ しうゅくぇかせ 
ゃっょせとっゅけ ぉさけしぇのす くぇ かっょ, ゅょっ しすけはす こぇおっすに し こけょぇさおぇきう, しこっちうぇかぬくにっ 
きはつうおう し くけきっさぇきう. 』っえ きはつ けおぇあっすしは ぉかうあっ お こぇおっすせ し こけょぇさおけき, すけす 
う ゃにうゅさぇか ねすけす しのさこさうい. ¨ぉにつくけ ゃ おけくおせさしっ こさうくうきぇっす せつぇしすうっ 
200-250 ぉけかっかぬとうおけゃ. ╁ しせききっ いぇ ゃしっ ゃさっきは くぇ かっょ «╃させあぉに» 
ゃにかっすっかけ 1686 きはつうおけゃ.

]かせつぇえくけ…
╄しすぬ ゃ ぇさしっくぇかっ おけくおせさしけゃ う すぇおけえ, こけぉっょうすっかっき ゃ おけすけさけき きけあくけ 
しすぇすぬ しかせつぇえくけ. ╁け ゃさっきは けょくけゅけ うい こっさっさにゃけゃ し こけきけとぬの ゅっくっさぇすけさぇ 
しかせつぇえくにた つうしっか けこさっょっかはのすしは しつぇしすかうゃにっ しっおすけさ, さはょ う きっしすけ. 
╀けかっかぬとうお, おせこうゃてうえ ぉうかっす くぇ ねすけ きっしすけ, こけかせつぇっす こさうい. ╂かぇゃくけっ - 
ぉにすぬ くぇ たけおおっっ.

〉ゅぇょぇえ しつっす
‶さっょしおぇいぇすぬ うしたけょ きぇすつぇ こけさけえ くっ こけょ しうかせ ょぇあっ きぇしすうすにき しこっちうぇかう-
しすぇき. ′け すぇき ゅょっ けてうぉぇのすしは こさけそう, いくぇのとうっ け たけおおっっ ゃしひ, つぇしすけ ゃっいっす 
かのぉうすっかはき たけおおっは. 》けおおっえくにえ おかせぉ "╃けくぉぇしし" こさっょかぇゅぇっす しゃけうき 
ぉけかっかぬとうおぇき せゅぇょぇすぬ うしたけょ こけっょうくおぇ. 〉つぇしすくうおせ おけくおせさしぇ くっけぉたけょうきけ 
けすこさぇゃうすぬ SMS-しけけぉとっくうっ し こさけゅくけいうさせっきにき さっいせかぬすぇすけき ょけきぇてくっゅけ 
きぇすつぇ くぇ おけさけすおうえ くけきっさ 697. ‶っさゃにき こはすう  せゅぇょぇゃてうき – こけょぇさおう. 

〈ぇおうきう おけくおせさしぇきう 》╉ «╃けくぉぇしし» さぇょけゃぇか しゃけうた ぉけかっかぬとうおけゃ ゃ 
さっゅせかはさくけき つっきこうけくぇすっ ╉》╊. 』すけ ぉせょっす ょぇかぬてっ? 
〉いくぇっすっ くぇ たけおおっっ! 







》╉ «╃けくぉぇしし»
こけしすさけうす くけゃせの ぇさっくせ
びÜ¡¡ñúÖ▲ú ¡¿Üß "がÜÖßíïï" ¡ ぶñ½äóÜÖíöÜ ぎçëÜä▲ äÜ ßíï¡ñößÜ¿Ü, 
¡ÜöÜë▲ú äëÜúÑñö ç ば¡ëíóÖñ ç 2015 Ç.,  äÜïöëÜóö ç がÜÖñî¡ñ 
ïÜçëñ½ñÖÖÜ0 ½ÖÜÇÜâÜÖ¡îóÜÖí¿áÖÜ0 ïäÜëöóçÖÜ0 íëñÖÜ "とí¿á½óÜï んëñÖí".

╇したけょは うい けしくけゃくにた たぇさぇおすっさうしすうお こさけっおすぇ, くぇ くけゃけえ しこけさすうゃくけえ 
こかけとぇょおっ ゃけいきけあくけ こさけゃっょっくうっ ぉぇしおっすぉけかぬくにた う たけおおっえくにた きぇすつっえ, 
ぉけおしっさしおうた こけっょうくおけゃ う かっゅおけぇすかっすうつっしおうた しけさっゃくけゃぇくうえ, すぇおあっ 
«╉ぇかぬきうせし ┿さっくぇ» ゅけすけゃぇ こさうくうきぇすぬ おけくちっさすに う きぇししけゃにっ きっさけこさうは-
すうは. 
╁ いぇゃうしうきけしすう けす すうこぇ きっさけこさうはすうは ぇさっくぇ ぉせょっす うきっすぬ さぇいくけっ 
おけかうつっしすゃけ こけしぇょけつくにた きっしす. 〈ぇお, ゃけ ゃさっきは ぉぇしおっすぉけかぬくにた きぇすつっえ 

ゃきっしすうきけしすぬ «╉ぇかぬきうせし ┿さっくに» しけしすぇゃうす 13 145 きっしす, くぇ たけおおっっ  - 12 
800 ぉけかっかぬとうおけゃ, ぉけおし しきけゅせす けょくけゃさっきっくくけ しきけすさっすぬ 14 305 いさうすっかっえ. 
[ぇいさぇぉけすつうおう こさけっおすぇ けすきっつぇのす, つすけ こけきうきけ けしくけゃくけえ うゅさけゃけえ いけくに, 
くぇ くけゃけえ ぇさっくっ いぇこかぇくうさけゃぇくけ しすさけうすっかぬしすゃけ ょけこけかくうすっかぬくけえ 
すさっくうさけゃけつくけえ こかけとぇょおう.
‶さっいっくすぇちうは こさけっおすぇ «╉ぇかぬきうせし ┿さっくに» ょかは ]╋╇ いぇこかぇくうさけ-
ゃぇくぇ くぇ 12 きぇさすぇ 2013 ゅ.
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]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 こけさすぇか HotSport.ua:

«╃けくぉぇしし» しすぇさすけゃぇか ゃ こっさゃけき ょかは しっぉは しっいけくっ ╉》╊ ぉせょせつう っとっ しかっこにき 
とっくおけき はゃくけ ぉけえちけゃしおけえ こけさけょに. ]っえつぇし とっくけお せあっ しすぇか くぇ くけゅう う 
ょぇあっ けぉさけし おぇさおぇしけき きにてち, くけ ゃしっ っとっ ょけ おけくちぇ くっ いくぇっす, おぇお 
こけかぬいけゃぇすぬしは ゃしっきう かぇこぇきう, たゃけしすけき う こぇしすぬの. 《うくぇかぬくにっ きぇすつう 
さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ ょぇょせす けすゃっす くぇ ゃけこさけし: けしゃぇうゃぇすぬ かう とっくおせ 
くけゃにっ おけきぇくょに うかう こさけたけょうすぬ こけゃすけさくにえ おせさし ょさっししうさけゃおう?

┿くょさっえ ‶っすう, させおけゃけょうすっかぬ うくすっさくっす-こさけっおすぇ «〈っささうおけく»:

╉ぇお う かのぉけきせ ょっぉのすぇくすせ, «╃けくぉぇししせ» こけすさっぉけゃぇかけしぬ くっおけすけさけっ ゃさっきは 
くぇ ぇょぇこすぇちうの. ] くにくってくうた こけいうちうえ おぇあっすしは, つすけ うきっくくけ すけゅょぇ ょけくつぇくっ 
こけすっさはかう しけゃしっき くっけぉはいぇすっかぬくにっ けつおう. ′け, こけゃすけさのしぬ, ねすけ ぉにか 
けぉなっおすうゃくにえ そぇおすけさ. ‶けしすっこっくくけ こさうてっか けこにす, ぇ ゃきっしすっ し くうき - 
こけぉっょに う せゃっさっくくけしすぬ ゃ しゃけうた しうかぇた. 

]っさゅっえ 』っさくにた, いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃくけゅけ さっょぇおすけさぇ ゅぇいっすに «╃けくぉぇしし»: 

«╃けくぉぇしし» すっこっさぬ いくぇつうすっかぬくけ しきっかっっ うゅさぇっす ゃ きっくぬてうくしすゃっ - くっ 
こさけしすけ ゃにぉさぇしにゃぇっす てぇえぉせ, くけ う こさけゃけょうす けしすさにっ さっいせかぬすぇすうゃくにっ 
おけくすさぇすぇおう. ‶ぇさぇ ゃさぇすぇさっえ ╊ぇちけ-》けかす ゃしっかはっす せゃっさっくくけしすぬ. ┿ 
ぇすぇおせのとうえ ぇさしっくぇか おけきぇくょに しすぇか いくぇつうすっかぬくけ さぇいくけけぉさぇいくっっ. 

╃きうすさうえ ╃せさくっゃ, ゅかぇゃくにえ さっょぇおすけさ «╋╉ ゃ ╃けくぉぇししっ»: 

′ぇ しすぇさすっ しっいけくぇ ねすけ ぉにかぇ しぉけさくぇは たけさけてうた たけおおっうしすけゃ し たけさけてうき 
すさっくっさけき.  ′ぇ こかけとぇょおっ くっ ぉにかけ つせゃしすゃぇ っょうくけゅけ かぬょぇ, ぇ せ ぉけかっかぬとう-
おけゃ – っょうくけゅけ こけさにゃぇ, ゃ おけすけさけき しかうゃぇのすしは すさうぉせくに «╃させあぉに» ゃけ 
ゃさっきは ぇすぇお. ┿ くぇ そうくうてっ さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ – ねすけ っょうくぇは 
おけきぇくょぇ, あうゃけえ けさゅぇくういき, ゃ おけすけさけき っしすぬ う しっさょちっ う ょせてぇ, おけきぇくょぇ, くぇ 
うゅさに おけすけさけえ いぇ くっょっかの くっゃけいきけあくけ ょけしすぇすぬ ぉうかっすに.  

╂かぇいぇきう あせさくぇかうしすけゃ
とí¡ ó£½ñÖó¿ï　 びと «がÜÖßíïï» Üö ½Ü½ñÖöí ïöíëöí ç ëñÇÜ¿　ëÖÜ½ 
ôñ½äóÜÖíöñ ó ÑÜ âóÖí¿áÖÜú ÑÜ½íüÖñú ïñëóó.
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╊っゅおけ かう ぉにすぬ 
さっあうししっさけき?
で ïí½ÜÇÜ äñëçÜÇÜ ÑÜ½íüÖñÇÜ ½íöôí  
äë　½Ü0 öëíÖï¿　îó0 óÇë びと «がÜÖßíïï» 
Üßñïäñôóçíñö öëíÖï¿　îóÜÖÖí　 ÇëÜääí 
ñÇÜ öñ£¡ó öñ¿ñ¡íÖí¿í «がÜÖßíïï». 

╃けくっちおうっ すっかっゃういうけくとうおう ゃ ょっかっ こさはきにた すさぇくしかはちうえ くっ くけゃうつおう, つすけ 
しさぇいせ いぇきっすうかう ゃ ╉》╊ – こけ さっいせかぬすぇすぇき ぇゃゅせしすぇ ねすぇ ゅさせここぇ ぉにかぇ 
こさういくぇくぇ かせつてうきう すさぇくしかはすけさぇきう  ╉》╊.

‶けこぇしすぬ ゃ しゃはすぇは しゃはすにた – きぇてうくせ こっさっょゃうあくけえ すっかっゃういうけくくけえ 
しすぇくちうう (‶〈]) – さっょおぇは せょぇつぇ. «╁すけさぇは こけてかぇ, おさせこくにえ し すさっすぬっえ», - 
おぇお いぇこさぇゃしおうえ ゅっくっさぇか すせす おけきぇくょせっす さっあうししっさ すさぇくしかはちうう ′うおけかぇえ 
¨しにつっくおけ.  ╇きっくくけ っゅけ ゅかぇいぇきう すにしはつう いさうすっかっえ くぇ ねおさぇくっ しきけすさはす 
ょけきぇてくうっ うゅさに «╃けくぉぇししぇ». 
′ぇおぇくせくっ そうくぇかぬくけえ ょけきぇてくっえ しっさうう «╃けくぉぇししぇ» ゃ さっゅせかはさくけき 
つっきこうけくぇすっ ╉》╊  ′うおけかぇえ けすゃっすうか くぇ ゃけこさけしに ぉけかっかぬとうおけゃ ょけくっちおけゅけ 
おかせぉぇ.

- ′うおけかぇえ, ゃ つっき いぇおかのつぇっすしは さぇぉけすぇ さっあうししっさぇ すっかっゃういうけくくけえ 
すさぇくしかはちうう?
- ¨ぉなはしくうすぬ ゃ ょゃせた しかけゃぇた けつっくぬ しかけあくけ.  ╂ょっ-すけ いぇ つぇし ょけ きぇすつぇ 
おぇあょにえ けこっさぇすけさ こけかせつぇっす うくしすさせおちうう けすくけしうすっかぬくけ しゃけっえ さぇぉけすに ゃけ 
ゃさっきは うゅさに, こけしおけかぬおせ せ おぇあょけえ おぇきっさに っしすぬ しゃけは いぇょぇつぇ. ‶けしかっ – 
しけゃっとぇくうっ し さっあうししっさぇきう こけゃすけさけゃ, こけしおけかぬおせ くせあくけ けぉさぇすうすぬ うた 
ゃくうきぇくうっ くぇ おぇおうっ-すけ うゅさけゃにっ きけきっくすに.  ¨ぉはいぇすっかぬくけ こさうたけょうすしは 
こさけおけくすさけかうさけゃぇすぬ ゃしっ おけききせくうおぇちうけくくにっ しけっょうくっくうは. ╁け ゃさっきは きぇすつぇ 
は おけくすさけかうさせの おぇさすうくおう しけ ゃしった おぇきっさ う ゃ さっあうきっ さっぇか-すぇえき きけくすうさせの 
こさけゅさぇききせ きぇすつぇ - おぇさすうくおせ, おけすけさせの  ゃうょはす いさうすっかう. ‶かのし – さぇぉけすぇ しけ 
いゃせおけさっあうししっさけき, こけしおけかぬおせ さっあうししっさ すさぇくしかはちうう ょけかあっく しけけぉとぇすぬ 
いゃせおけさっあうししっさせ, つすけ けく ぉせょっす こけおぇいにゃぇすぬ ゃ しかっょせのとうえ きけきっくす. 

- ╉けゅょぇ ぉせょせす すさぇくしかはちうう きぇすつっえ ゃ HD?
- ╄しかう ゃに ゃくうきぇすっかぬくに, う しきけすさうすっ きぇすつう くっ すけかぬおけ くぇ おぇくぇかぇた 
«》けおおっえ» う «╃けくぉぇしし», ぇ う くぇ おぇくぇかっ ╉》╊, すけ きけゅかう いぇきっすうすぬ, つすけ すぇき 
すさぇくしかうさせのす うゅさに うきっくくけ ゃ HD. ╉ しけあぇかっくうの, ねそうさくけっ すっかっゃうょっくうっ 
くぇてっえ しすさぇくに くっ こけいゃけかはっす しすぇゃうすぬ ゃ ねそうさ HD. ′け くぇ ╉》╊-〈╁ きぇすつう し 
せつぇしすうっ 》╉ «╃けくぉぇしし» ゃにたけょはす ゃ HD, すけ っしすぬ 50% きぇすつっえ ゃにたけょはす ゃ すけき 

しぇきけき HD. ぁすけ すさっぉけゃぇくうっ ╉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.

- ╉けゅょぇ ぉせょっす ゃ すさぇくしかはちうう いゃせお おぇお ゃ ′》╊?
- ′っ しけゃしっき すけつくけ しそけさきせかうさけゃぇくけ, くけ, しおぇあせ, つすけ したっきぇ さぇししすぇくけゃおう 
きうおさけそけくけゃ くぇ ぇさっくっ いぇうきしすゃけゃぇくぇ せ ′》╊. ╋に くぇこさぇゃかはっき きうおさけそけくに 
くっ しおけかぬおけ くぇ いさうすっかっえ, しおけかぬおけ くぇ すけ, つすけ こさけうしたけょうす くぇ かっょけゃけえ 
こかけとぇょおっ, こけねすけきせ いゃせお せょぇさぇ おかのておう け てぇえぉせ うかう せょぇさぇ てぇえぉに け 
ぉけさすうお ゃ くぇてっえ すさぇくしかはちうう こさうしせすしすゃせっす けぉはいぇすっかぬくけ. 

- ]おけかぬおけ 〈╁-おぇきっさ いぇょっえしすゃけゃぇくけ くぇ すさぇくしかはちうはた きぇすつっえ?
- ]っえつぇし すさぇくしかはちうの ゃっょせす 18 おぇきっさ.

- ╁ぇて かのぉうきにえ うゅさけお 》╉ ╃けくぉぇしし?
- ] くっょぇゃくうた こけさ きけえ かのぉうきにえ うゅさけお ╉さうしすけそっさ 》けかす. ‶けつっきせ? 
╁け-こっさゃにた, っゅけ しねえゃに けつっくぬ こさうはすくけ こけおぇいにゃぇすぬ, こけすけきせ つすけ けくう けつっくぬ 
ゃにしけおけこさけそっししうけくぇかぬくに, ゃけ ゃすけさにた, けく ゃにしすせこぇっす くっ すけかぬおけ おぇお 
こさけそっししうけくぇかぬくにえ ゅけかおうこっさ, くけ う おぇお こさけそっししうけくぇかぬくにえ ぇおすっさ. ′け 
しぇきにえ かせつてうえ ぇおすっさ くぇ くぇてうた きぇすつぇた, ぉっししこけさくけ, ぃかうせし 【せこかっさ. 
〈ぇおけえ ゃにさぇいうすっかぬくけえ きうきうおう う あっしすうおせかはちうう は くっ ゃうょっか くう せ おけゅけ. 

- ╄しすぬ かう せ ゃぇし しっおさっす, ぉかぇゅけょぇさは つっきせ こけかせつぇっすしは くぇしすけかぬおけ おぇつっしすゃっく-
くぇは おぇさすうくおぇ すさぇくしかはちうえ?
- ]ぇきにえ ゅかぇゃくにえ しっおさっす – ねすけ しすぇゃうすぬ しっぉは くぇ きっしすけ すっかっいさうすっかは, 
こけおぇいにゃぇすぬ すけ, つすけ すに しぇき たけすっか ぉに ゃ ょぇくくにえ きけきっくす ゃさっきっくう ゃうょっすぬ, 
う さぇいせきっっすしは, くせあくけ かのぉうすぬ う つせゃしすゃけゃぇすぬ たけおおっえ. 
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╉しっくうは 『〉╉┿[╄╁┿, ′っかは 【╄╁』╄′╉¨, ┿かっおしぇくょさ 〈╇╋¨【╄′╉¨, ╃ぇくううか ╁¨[¨′╉¨╁, 
‶けかうくぇ 〈╇╋¨【╄′╉¨
╋ぇおしうき ╀¨╉┿╊¨
╁ぇかっさうは ╃〉╃〉【┿,  ┿くょさっは ╋┿╉]╇╋¨╁┿, ╁うおすけさ ╂〉[¨╁ 
] しぇえすけゃ  khl.ru, cska-hockey.ru, hcslovan.sk, levpraha.cz
"′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: 

′ぇ しすぇさすっ そうくぇかぬくけえ しっさうう さっゅせかはさくけゅけ つっきこうけくぇすぇ… 

》けおおっえくにえ おかせぉ «╃けくぉぇしし»

‶さけそっししうけくぇかぬくにえ  たけおおっえくにえ おかせぉ 『]╉┿

》けおおっえくにえ おかせぉ «]かけゃぇく»

》けおおっえくにえ おかせぉ «╊っゃ»

』っすゃっさけ しきっかにた 

′ぇゅさぇょぇ ょかは かせつてうた 

╀うすゃぇ いぇ こかっえ-けそそ 

 》╉ «╃けくぉぇしし» ゃ ゅけしすはた せ ‶さっいうょっくすぇ

 ╁ こさっょょゃっさうう くけゃにた さっおけさょけゃ 

』すけ «すゃけさはす» ぉけかっかぬとうおう 

╉さぇしぇゃうちに う たけおおっえ  

′っ すけかぬおけ たけおおっえ  

》╉ «╃けくぉぇしし» こけしすさけうす くけゃせの ぇさっくせ  25

╂かぇいぇきう あせさくぇかうしすけゃ 28  

╊っゅおけ かう ぉにすぬ さっあうししっさけき? 29
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‶¨╊¨╅╄′╇╄ ╉¨╋┿′╃ ′┿ 12 《╄╁[┿╊ぅ

ズ        ±ＳＰ０Ｑ８０                                                『              」＃             ∞＃               ≦

1.         ♂±〔 ふ♂０ＱＬＺど∞ＡＺＡＷ１ｂＷ４ぶ                      49             171             106             110

2.         ¢♂±〔 ふ≠ＳＸＬ３０ぶ                                    49             145             101               93

3.         〈ＦＱ０ＰＳ ふ≠ＳＸＬ３０ぶ                               49             145             107               98

4.         ÷ＳＬＳＰＳＺＦ３ ふ●ＷＳＸＮ０３Ｎｎぶ                    49             123             111               89

5.         ♂Ａ３ＡＷＸＺ０Ｎｎ ふ％ＡＷＡＵＳ３Ａｇぶ                  49             131             111               81

6.         ♂ＮＳ３０Ｑ ふ〕Ｗ０ＺＦＸＮ０３０ぶ                          49             115             118               74

7.         ÷Ａ３ ふ∞Ｗ０４０ぶ                                           49             126             130               69

8.         〈ＦＱ０ＰＳ ふ≠ＦＱＸＬぶ                                 49             117             140               68

9.         〈ＳＱ１０ＸＸ ふ〈ＳＱＡｇＬぶ                              49             128             135               68

10.       〔ＺＮ０ＱＺ ふ≠ＳＸＬＳ３ＸＬ０ｒ Ｓ１Ｎくぶ                 49             128             138               66

11.       °ＳＷＵＡ８Ｓ ふ＜ＦＤＱＦＧ ＜Ｓ３４ＳＷＳ８ぶ          49             130             142               60

12.       ［ＦＺｒＥｎ ふ％ＡｆＳ３ぶ                                     49             114             140               55

13.       ♂Ｕ０ＷＺ０Ｌ ふ≠ＳＸＬ３０ぶ                               49               99             143               48

14.      〈ＦＱ０ＰＳ ふ∴Ｆ４０ぶ                                     49             102             145               46

ズ        ±ＳＰ０Ｑ８０                                               『              」＃             ∞＃                ≦

1.         〔３０Ｑ４０Ｗ８ ふ≦ＰＸＬ０ｒ Ｓ１Ｎ０ＸＺｎぶ             50             146             114             101

3.         〔Ｌ 〕０ＷＸ ふ±０Ｅ０Ｑｎぶ                                   49             149             108               95

4.         °Ｗ０ＬＺＳＷ ふ％ＡＮｒ１ＦＱＸＬぶ                           50             145             118               92

2.         ≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４ ふ≠０４ＱＦＺＳ４ＳＷＸＬぶ              50             163             116               90

7.         ♂０Ｎ０３０Ｚ ○Ｎ０Ａ３ ふ′ｅ０ぶ                          49             143             134               82

5.         〕０ＷｍＸ ふ〔ＸＺ０Ｑ０ぶ                                    50             166             155               79

6.         ♂Ｆ１ＦＷｎ ふ＜Ｓ３ＳＸＦ１ＦＷＸＬぶ                        49             117             111               79

8.         ＜ＡｅＺＡｆＦＰＦＬ ふ＜ＦＤＱＡＬ０ＰＸＬぶ             49             135             144               72

9.         ○４Ｗ０ ふ＄０ＱＺｍど≠０ＱＸＦＧＸＬぶ                   49             143             160               68

10.       ≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４ ふ＜Ｓ３ＳＬｂＥＱＡｇＬぶ                49             125            165               55

11.       〔ＰｂＷ ふ＄０１０ＷＳ３ＸＬぶ                               49             112             158               44

12.       〔３ＺＳＰＳ１ＦＮＦＸＺ ふ〉Ｌ０ＺＡＷＦＱ１ｂＷ４ぶ        49             102             170                35

╉》╊, 2012/13. ╉¨′《╄[╄′『╇ぅ “╆┿‶┿╃” ╉》╊, 2012/13. ╉¨′《╄[╄′『╇ぅ “╁¨]〈¨╉”

3 そっゃさぇかは
た♂ＮＳ３０Ｑだ に «÷Ａ３だ ヴぎヵ ふンぎヴが ヱぎヰが ヰぎヱぶ

1 そっゃさぇかは
た≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ＜Ｌ に «°Ｗ０ＬＺＳＷだ
た〕０ＷｍＸだ に «〔３０Ｑ４０Ｗ８だ
た♂０Ｎ０３０Ｚ ○Ｎ０Ａ３だ に た〔Ｌ 〕０ＷＸだ
た＜ＡｅＺＡｆＦＰＦＬだ に た°ＳＷＵＡ８Ｓだ
た♂Ａ３ＡＷＸＺ０Ｎｎだ に た≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ≠４
た〔ＺＮ０ＱＺだ に «÷ＳＬＳＰＳＺＦ３だ
♂±〔 に た〈ＦＱ０ＰＳだ ≠ＸＬ
¢♂±〔 に た♂Ｕ０ＷＺ０Ｌだ
た♂ＮＳ３０Ｑだ に た［ＦＺｒＥｎだ

ヱぎΑ ふヰぎヲが ヱぎヴが ヰぎヱぶ
ヵぎヴ ふヱぎヱが ヱぎヱが ンぎヲぶ
ヵぎヰ ふヱぎヰが ヱぎヰが ンぎヰぶ
ヴぎヱ ふヱぎヰが ヲぎヰが ヱぎヱぶ
ヵぎヲ ふンぎヰが ヱぎヲが ヱぎヰぶ
ヵぎヲ ふヲぎヰが ヰぎヰが ンぎヲぶ
ンぎヱ ふヱぎヰが ヱぎヰが ヱぎヱぶ
ヴぎヲ ふヲぎヰが ヱぎヲが ヱぎヰぶ
ンぎヰ ふヰぎヰが ヲぎヰが ヱぎヰぶ

30 はくゃぇさは
た〔ＰｂＷだ に «〈ＳＱ１０ＸＸだ
た≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ＜Ｌ に «♂Ｕ０ＷＺ０Ｌだ
た♂Ｆ１ＦＷｎだ に «〈ＦＱ０ＰＳだ ∴
た♂０Ｎ０３０Ｚ ○Ｎ０Ａ３だ に た〔３０Ｑ４０Ｗ８だ
た＜ＡｅＺＡｆＦＰＦＬだ に た〕０ＷｍＸだ
た〔Ｌ 〕０ＷＸだ に «○４Ｗ０だ
た〔ＺＮ０ＱＺだ に た°ＳＷＵＡ８Ｓだ
♂±〔 に «≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ≠４
た〈ＦＱ０ＰＳだ ≠ＸＬ に た〔３ＺＳＰＳ１ＦＮＦＸＺだ
¢♂±〔 に た♂Ａ３ＡＷＸＺ０Ｎｎだ
た〈ＦＱ０ＰＳだ ≠Ｑ に «°Ｗ０ＬＺＳＷだ

ヱぎヴ ふヱぎヲが ヰぎヱが ヰぎヱぶ
ヲぎヰ ふヱぎヰが ヰぎヰが ヱぎヰぶ
ヲぎヰ ふヰぎヰが ヲぎヰが ヰぎヰぶ
ヶぎヱ ふヲぎヰが ンぎヱが ヱぎヰぶ
ヲぎヱ ふヰぎヱが ヱぎヰが ヱぎヰぶ
ヴぎヵ ふヲぎヲが ヰぎヲが ヲぎヱぶ
ンぎヲ ≦° ふヰぎヰが ヲぎヲが ヰぎヰが ヱぎヰぶ
ンぎヰ ふヱぎヰが ヰぎヰが ヲぎヰぶ
ヵぎヴ ≦° ふヱぎヰが ヱぎヰが ヲぎヴが ヱぎヰぶ
ンぎヲ ≦° ふヱぎヰが ヰぎヱが ヱぎヱが ヱぎヰぶ
ヲぎヵ ふヲぎヱが ヰぎンが ヰぎヱぶ

た÷Ａ３だ に た♂Ａ３ＡＷＸＺ０Ｎｎだ ヵぎヴ ふヰぎンが ンぎヱが ヲぎヰぶ

28 はくゃぇさは

27 はくゃぇさは

た〔ＰｂＷだ に «♂Ｕ０ＷＺ０Ｌだ
た≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ＜Ｌ に «〈ＦＱ０ＰＳだ ∴
た♂Ｆ１ＦＷｎだ に «〈ＳＱ１０ＸＸだ
た♂０Ｎ０３０Ｚ ○Ｎ０Ａ３だ に た○４Ｗ０だ
た＜ＡｅＺＡｆＦＰＦＬだ に た〔３０Ｑ４０Ｗ８だ
た〔Ｌ 〕０ＷＸだ に «〕０ＷｍＸだ
た÷ＳＬＳＰＳＺＦ３だ に た°ＳＷＵＡ８Ｓだ
た［ＦＺｒＥｎだ に た〔３ＺＳＰＳ１ＦＮＦＸＺだ
♂±〔 に «°Ｗ０ＬＺＳＷだ
た〈ＦＱ０ＰＳだ ≠ＸＬ に «≠ＡＺ０ＮＮｂＷ４だ ≠４
た♂ＮＳ３０Ｑだ に た〈ＦＱ０ＰＳだ ≠Ｑ

ヱぎヲ ふヱぎヱが ヰぎヱが ヰぎヰぶ
ンぎヱ ふヲぎヰが ヱぎヱが ヰぎヰぶ
ヲぎヵ ふヰぎヱが ヲぎヲが ヰぎヲぶ
ヵぎヴ ふヲぎヱが ンぎヱが ヰぎヲぶ
ヱぎヴ ふヰぎヰが ヱぎンが ヰぎヱぶ
ヲぎヴ ふヱぎヱが ヱぎヲが ヰぎヱぶ
ヲぎヱ ふヱぎヰが ヱぎヱが ヰぎヰぶ
ヲぎヱ ふヰぎヰが ヱぎヰが ヱぎヱぶ
ヵぎヱ ふヱぎヱが ヱぎヰが ンぎヰぶ
ヲぎヱ 〕 ふヰぎヰが ヰぎヱが ヱぎヰが ヰぎヰが ヱぎヰぶ
ヱぎヲ ふヰぎヲが ヱぎヰが ヰぎヰぶ

¢♂±〔 に «〔ＺＮ０ＱＺだ ヰぎヲ ふヰぎヰが ヰぎヰが ヰぎヲぶ
た÷Ａ３だ に «［ＦＺｒＥｎだ ヵぎヲ ふヱぎヰが ヰぎヱが ヴぎヱぶ
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