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A: Number of Multiple

 以上  以下の整数全てについて  の倍数かどうかの判定を行うのが最も素朴な解法です。これは 

 で実行可能で、今回の制約においては十分高速に動作します。

その他の解法として  を  以上  以下のうち  であるようなものの個数とすると、答えが 

 と表せることを利用する方法があります。  であることから単純な四則

演算のみを用いて求めることができ  で実行が可能です。

解答例

l, r, d = map(int, input().split())
print(r//d - (l-1)//d) 
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B: An Odd Problem

結局、奇数番目のマスのうち奇数であるようなものの個数を求められればよいです。for ループなどの

繰り返しを用いて素直に実装すればよいです。

解答例

n = int(input()) 
a = list(map(int, input().split())) 
 
ans = 0
for i in range(0,n,2): 
    if a[i] % 2 == 1: 
        ans += 1
print(ans) 
 



C: XYZ Triplets

まず  の値が与えられたときに条件を満たす  の個数を数学的に判定するのではなく、全探索

してしまうことを考えてみましょう。

 の値の取りうる範囲を考えてみると  程度の範囲で全探索を行えばよいで

す。

 を求めるのが  でできることがわかりました。ここで、  を計算する過程で 

の候補が全て現れることが重要です。

 についてそれぞれ計算するのではなく、  をま

とめて計算することで全体として  となります。これは十分高速に動作します。

解答例

n = int(input()) 
ans = [0 for _ in range(10050)]
for i in range(1,105): 
    for j in range(1,105): 
        for k in range(1,105): 
            v = i*i+j*j+k*k+i*j+j*k+k*i; 
            if v<10050: 
                ans[v]+=1 
 
for i in range(n): 
    print(ans[i+1]) 
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D: Anything Goes to Zero

まずはじめに操作回数の上界を見積もってみましょう。一回の操作につき  が  へと変化すると

大雑把に見積もると、操作回数は  となることがわかります。ここから、この問題の制約下で

操作の回数は最悪でも  回程度となることがわかります。

 に対して愚直に操作をシミュレーションすることを考えます。ここで、問題になる

のは初回の操作に限り、  の計算コストがかかることです。二回目以降は桁数が初回に比べて十分

小さいため、愚直に実施しても問題ありません。よって、初回の操作を高速に実施する方法を考えればよ

いです。

 の値は  のいずれかです。

よって、  の値を予め計算しておき、

 を足し引きすることで、初回の操作の結果

を高速に計算することができます。

ただし、操作回数が  になる場合が存在することに注意してください。

32bit 整数に対する  が  で動作することを仮定すると、全体として 

となって十分高速です。
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E: Camel Train

まず  なるラクダを赤く、  なるラクダを青く塗ることにします。

最適解において、青いラクダの右隣に赤いラクダがいることがないような配置が必ず存在します。これは

そのような  頭のラクダがいたならば  頭の位置を入れ替えてもうれしさの総和が減少しないことから

示せます。

ここから、赤、青それぞれについて独立な問題として考えればよいことがわかります。

以降は全てのラクダが  であることを仮定します。

少なくとも  のうれしさが得られることは明らかです。よって、  から 

 は予め答えに足しておいて、どれだけのうれしさを追加で得られるかを考えましょう。

すると、ラクダ  が先頭から  番目以内にいたなら  だけうれしさが得られる。そうでなけれ

ば何も起こらない、という制約下でうれしさの総和を最大化すればよいことがわかります。

例えば、以下のような貪欲法により、最適解を得ることができます(他にも様々な方法があります)。

ラクダたちの集合  を用意する。  ははじめ空集合。

 の順に着目する

 なる全てのラクダを  に追加する。

その後、  である限り、ラクダを取り除く

このとき、  が小さいラクダから順に取り除く

上記の貪欲法は優先度付きキューを用いて  で実行可能で十分高速です。
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F: Two Snuke

説明しやすさのためテスター解を紹介します。

 とします。

また、  とします。

これらを用いると、問題文中の条件は以下のように言い換えられます。

 個の一列に並んだボールに対し、  個の仕切りを入れて、  と

あまりに分割することを考えます。ただし、  が偶数になるよう分割する必要があります。分

割を行った後、  からそれぞれ  つ選ぶ方法の個数が答えと  対応していま

す。

これは  個の一列に並んだボールに対し、  個の仕切りを(最初の  つのセグメントに含まれるボ

ールの個数が偶数になるように)入れる方法と  対応しています。

  個のボールまで見て、現在仕切りを  個入れ、現状のセグメントに含まれるボールの個

数のパリティが  であるような仕切りの入れ方の個数、としたDPでこの問題を解くことができます。

これは  のため間に合いませんが、このDPを行列累乗で高速化することで、  となって十

分高速に実行できます。

なお、この問題は  で解くことができますが、詳細は省略します。
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A: Number of Multiple

The most naive way is to check if each integer from  to  (inclusive) is a multiple of . This

can be performed in a total of  time, which is fast enough under the constraint this

time.

There is another solution. Let  be the number of multiple of  between  and 

(inclusive). Then we can use the fact that the answer is . Since ,

so it can be executed in a total of  time only with simple arithemic operations.

Sample Code

l, r, d = map(int, input().split())
print(r//d - (l-1)//d) 
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B: An Odd Problem

In short, you are asked to count the number of odd-indexed squares in which odd integers are
written. Naive implementation with loop structures like for loop will do.

Samplce Code

n = int(input()) 
a = list(map(int, input().split())) 
 
ans = 0
for i in range(0,n,2): 
    if a[i] % 2 == 1: 
        ans += 1
print(ans) 
 



C: XYZ Triplets

First, given a value , let us consider bruteforcing all  that satisfies the conditions,

instead of mathematically counting them.
Considering the possible range of , it is enough to bruteforce within the ragne around 

.

We now see that  can be computed in an  time. Here, important point is that, in the

course of calculating , candidates of  also appears.

Instead of calculating each , calculate  at

once. Then it can be achieved in a total of  time, which is fast engouh.

Sample Code

n = int(input()) 
ans = [0 for _ in range(10050)]
for i in range(1,105): 
    for j in range(1,105): 
        for k in range(1,105): 
            v = i*i+j*j+k*k+i*j+j*k+k*i; 
            if v<10050: 
                ans[v]+=1 
 
for i in range(n): 
    print(ans[i+1]) 
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D: Anything Goes to Zero

First, let us estimate the upper bound of the number of operations. With the approximation
that  becomes  in each operation, it can be seen that the total number of operations is 

. Therefore, it can be seen that the number of operations is five or six times at worst

under the constraint.

Consider performing naive simultaion of operations for each . Here, the only

issue is the first operations, which costs  time. After that, the number of digits is small

enough unlike the first operation, so you can implement it naively. Therefore, we only have to
consider the way of performing the first operation fast.

The value of  is either .

Therefore, by precalculating the value of 

 beforehand, and adding or subtracting 

, the result of first operation can be found fast.

Note that the number of times may be  in some case.

Assuming that  for 32-bit integers can be computed in a  time, this solution

costs a total of  time, which is fast enough.
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E: Camel Train

First, paint red the camels such that , and paint blue the camels such that .

There exists an optimal solution such that no red camel is on the right of a blue camel. It can be
proved by the fact that swapping such pair of camels does not decrease the total sum of
happiness.
Therefore, this problem can be solved independently for red and blue camels.
Hereinafter we assume that all the camels satisfies .

It is obvious that at least  happiness can be achieved. So, let us add 

 to the answer beforehand, and find how much happiness can be obtained

additionally.
Then, it apperas to be sufficient to maximize the total happiness under the condition that we can
obtain happiness  if Camel  is among the  frontmost camels, and otherwise nothing

happens.

For example, we can obtain the optimal solution by the following greedy algorithm (many other
ways are available).

Let  be a set of camels, which is initially empty.

For each ,

Add all camels such that  to .

Then, remove camels while 

When removing, choose the camel with the smallest 

The greedy algorithm above can be performed in a total of  time, which is fast

enough.
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F: Two Snuke

We will introduce the tester�s solution for simplicity.

Let .

Also, let .

With this variables, the conditions in the problem can be rephrased as follows:

Given  balls in a line, consider inserting ten pertitions, splitting them into 

 balls and the rest. Here,  must be even integers.

After splitting, the ways of choosing one ball from each  correspond to the

answer one-by-one.
These correspond one-by-one to the way of inserting  paritions to  balls in a line (so that

the number of balls in each of first five segments is an even number).
This problem can be solved in a dp such that   balls have been seen,  paritions has

been inserted, and the parity of the number of balls in the current segment is .

Since this costs an  time, it won�t finish within the time limit. However, by optimizing this

DP with fast matrix exponentation, it can be solved in a total of  time, which is fast

enough.

This problem can be solved in a total of  time. We will not explain the details here.
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