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A: Kaiden

ヒント 答えは必ず奇数です。また、A ≤ B の場合の答えは −1 とは限りません。

解法 低橋くんがいつか皆伝になると仮定すると、初めてレーティングが K 以上に達するのは必ず奇数回目
のコンテストの直後であることに着目します（偶数回目のコンテストではレーティングが減少するので、その
直後に初めて皆伝になることはありません）。

1 回目のコンテストの直後に、低橋くんのレーティングは A となります。したがって、A ≥ K の場合は B

の値に関係なく 1 が解となります。それ以降の低橋くんのレーティングは、彼がコンテストに 2 回参加する
たびに差し引き A−B 増加します。よって、A < K の場合の解は、A ≤ B であれば −1、A > B であれば
1 + 2⌊K−A

A−B ⌋ となります（⌊x⌋ は x 以下の最大の整数を表します）。
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B: Evergrowing Tree

ヒント 実は、特に工夫しなくても計算量は大きくなりません。ただし、N = 1 の場合に注意。

解法 N = 1 であるか否かで状況が大きく変わります。N = 1 の場合、各問の解は単に vi と wi のうち小
さい方である vi となります。

N ≥ 2 の場合は、木のそれぞれの「段」に存在する頂点の数が指数的に増加するため、各問に対して vi と
wi の親をナイーブに辿っていくことで最初の共通の祖先を探しても、辺を辿る回数は O(logwi) で済み、十
分少ないです。具体的には、まず a = vi, b = wi として、a = b となるまでの間、「a と b のうち大きい方を
その親で置き換える」ことを繰り返せば解が求まります（番号が大きい方の頂点がより上の段にある、という
ことはないためです）。残る問題は、ある頂点の親の番号をどのように求めるか、ですが、頂点 x (x ≥ 2) の
親は頂点 ⌊x+N−2

N ⌋ であることがいえます（⌊x⌋ は x 以下の最大の整数を表します）。これに気づけなかった
場合は、vi と wi が上から何段目の左から何番目の頂点であるかを計算することになるでしょう。
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C: Garden

ヒント もし「この業界」に不慣れで二分探索をよく知らない場合は、何らかの資料にあたる必要があるで
しょう。

解法 西から K 番目の花とは、自分より西に K 個以上の花がある（自分や自分と同じ位置の花も含む）よ
うな花のうち、最も西にある花のことです。したがって、ある位置 P が与えられたときに、P とそれより西
に K 個以上の花が存在するかを判定することができれば、求めたい位置を二分探索で求めることができます。

そのためには、P より西の花の個数を具体的に求めればよいでしょう。それぞれの花の種類 i (1 ≤ i ≤ N)

に対して、P より西にある花 i の個数は定数時間で求められるため、それらを合計することでこの判定を
O(N) 時間で行うことができます。ただし、この個数が 64 ビット整数に収まらない可能性があることに注意
してください。以上から、この問題の解を合計で O(N log(wmax +Kdmax)) 時間で求めることができます。
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D: Shock

ヒント 結局、すべての連結成分を頂点 1 か 2 のどちらかと繋いだ上で目一杯辺を足すことになります。

解法 操作を終えた時点で、グラフには頂点 1 を含む連結成分（以下、これを C1 と呼びます）と頂点 2 を
含む連結成分（これを C2 と呼びます）の二つの連結成分のみが存在するようにするべきです。もしそうでな
い場合は、何らかの頂点が C1 にも C2 にも属していないことになり、その頂点と頂点 1 または 2 を結ぶこと
で辺の本数を増やせるためです。さらに、操作を終えた時点で、C1 に属する任意の異なる二頂点が辺で直接
結ばれているようにするべきであり、C2 についても同様です。もしそうでない場合は、同一の連結成分に属
するにも関わらず直接辺で結ばれていない二つの頂点を直接辺で結ぶことで、辺の本数を増やせるためです。
これら二つの条件を満たす最終的なグラフの辺の本数は、C1 に属する頂点の数を N1、C2 に属する頂点の数
を N2 として N1(N1−1)

2 + N2(N2−1)
2 となります。以下、この値を f(N1, N2) と表記します。

この問題の本質的な趣旨は、最初の状態のグラフに存在するそれぞれの連結成分について、その連結成分の
頂点をすべて C1 に属させるかすべて C2 に属させるか決定し、f(N1, N2) を最大化することになります。一
つの解法として、ビット並列により高速化した動的計画法を用いて (N1, N2) がとりうる値の組をすべて求め、
それぞれについて f(N1, N2) を計算するというものが考えられます。もう一つの解法として、N1 +N2 が一
定値 (N) であるというこの問題の状況において、min(N1, N2) が小さいほど f(N1, N2) が大きくなるという
f の性質を用いるものが挙げられます。これにより、最初の状態のグラフで頂点 1 が属する連結成分 B1 の
頂点数を M1、頂点 2 が属する連結成分 B2 の頂点数を M2 として、M1 < M2 であれば B1, B2 以外のすべ
ての連結成分を B2 と併合するのが最適であり、そうでなければそれらの連結成分を B1 と併合するのが最適
であることがわかります。
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E: White and Blue

ヒント P = 50 の場合に限定すると考えやすいかもしれません。それで解ければあと一歩です。

解法 法案が可決される条件は、投票箱に入れられた白票の枚数を W、青票の枚数を B として W
W+B ≥ P

100

が成立することであり、これを変形すると (100− P )W − PB ≥ 0 となります。すなわち、白票 1 枚のスコ
アを 100− P、青票 1 枚のスコアを −P と定義すると、投票箱に入れられた票のスコアの総和（以下、この
値を S と呼びます）が 0 以上である場合に法案が可決されることになります。

仮に N 人全員の議員が法案に反対した場合、S = −
∑

biP となります。議員 i (1 ≤ i ≤ N) が反対から
賛成に回ると、S が差し引き wi(100− P ) + biP 増加します（この値を xi と呼びます）。したがって、議員
を xi が大きい順にソートして、全員が反対する状態から一人ずつ賛成に回らせていくことで、法案の可決に
必要な最小の賛成人数を知ることができます。
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F: Capture

ヒント 右端を固定して、最適な左端を求めます。二つの要素をまとめて扱いたいです。

解法 網の両端の位置 L,R はいずれも、けものがいる位置であるべきです。そうでない場合は、網を短くし
ても同じけものたちを捕獲することができるためです。したがって、L,R の値を直接選ぶ代わりに、二匹（同
一でも可）のけもの l, r (1 ≤ l ≤ r ≤ N) を選んで区間 [xl, xr] に網を放ち、利益 P :=

∑
l≤i≤r pi− (xr −xl)

を最大化することを考えます。

ここで、1 ≤ i ≤ N なる各 i について、二つの値 ai := (
∑

1≤i≤i pi)− xi と bi := (
∑

1≤i≤i−1 pi)− xi を定
義すると、P = ar − bl となります。したがって、r の値を固定すると、l は範囲 1 ≤ l ≤ r で bl が最小とな
るような値を選ぶべきであり、その最適な選択肢は 1 ≤ i ≤ N なるすべての i に対して順次 min1≤j≤i bj を
計算することで効率的に求めることができます。以上から、r の値の N 通りの候補をすべて試すことで、こ
の問題の解が線形時間で求まります。
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G: Coinage

ヒント 一方がもう一方の接頭辞の場合、どちらが辞書順で小さいかはあまり関係ありません。

解法 以下では、文字列 a, b をこの順に連結して得られる文字列を a+ b、文字列 a を n 個連結して得られ
る文字列を a× n と表記します。

長さ L の文字列の生成に用いる s, t の個数をそれぞれ cs, ct とすると、L = cs|s|+ ct|t| となります。制約
より、この式が満たされるような組 (cs, ct) が一つ以上存在します。それらのうち一つを (x, y) として、s を x

個、t を y 個使うときの辞書順最小の生成可能な長さ L の文字列を考えます。結論を述べると、s+ t < t+ s

であれば辞書順最小の生成可能な文字列は s× x+ t× y であり、そうでなければ辞書順最小の生成可能な文
字列は t× y + s× x となります。s+ t < t+ s の場合について考えると、s× x+ t× y 以外の文字列を生成
した場合、t の直後に s が配置される箇所が必ず存在します。その箇所において t と s の順序を入れ替える
ことにより、辞書順でより小さい文字列を得ることができます。よって s× x+ t× y 以外の文字列は辞書順
最小ではなく、したがって s× x+ t× y が最小の文字列であることがいえます。s+ t < t+ s でない場合に
ついても同様です。

(cs, ct) の値を固定した場合の最適解が求まりました。以下では、s + t < t + s であるとします（そう
でない場合は s と t を入れ替えれば同様です）。(cs, ct) の値として考えられる候補を、cs が小さい順に
(cs, ct) = (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xK , yK) とします。1 ≤ i ≤ K なる各 i に対し、(cs, ct) = (xi, yi) としたと
きの辞書順最小の文字列は s×xi+ t×yi となり（この文字列を ui とします）、u1, u2, . . . , uK のうち辞書順最
小のものがこの問題の解となります。ここで、1 ≤ i ≤ K − 1 なる各 i に対し xi+1 = xi +

|t|
gcd(|s|,|t|) , yi+1 =

yi − |s|
gcd(|s|,|t|) であり、ui < ui+1 であることと t× |s|

gcd(|s|,|t|) < s× |t|
gcd(|s|,|t|) であることが同値となります。

よって、t× |s|
gcd(|s|,|t|) < s× |t|

gcd(|s|,|t|) であれば u1, u2, . . . , uK のうち辞書順最小のものは u1 となり、そう
でなければ辞書順最小のものは uK となります。両者を比較して小さい方を出力すれば、この問題を解くには
十分です（実はその必要はなく、解は必ず uK となります）。
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H: Akashic Records

ヒント 無謀に見えるかもしれませんが、全探索に近いことをします。なお、最近のコンテストで出題され
た問題とは別の問題です。（多少ネタバレを含むため、脚注に続きます）*1

解法 すべての操作後の数列 a1, a2, . . . において ai が最大となるような i を探索することを考えます。
i として 300 より大きい素因数を持つ値を考慮する必要はないため、i = 2e23e35e5 . . . 293e293 とおい
て差し支えありません（293 は 300 以下の最大の素数です）。さらに、300 以下の各素数 p に関して、
pa > 300 であるような整数 a に対して pa の倍数であるような i の値を考慮する必要もなく、条件
0 ≤ e2 ≤ 8, 0 ≤ e3 ≤ 5, 0 ≤ e5 ≤ 3, . . . , 0 ≤ e293 ≤ 1 を満たすもののみ考慮すれば十分です。

この時点ではまだ候補の数が多すぎますが、
√
300 より大きい素因数を二つ以上持つ整数は 300 より大きく

なることに着目します。e2, e3, e5, e7, e11, e13, e17 の値がすでに決定された状況では、e19, e23, . . . , e293 の値
の選択（それぞれ 0 または 1）が相互に作用することはないため、それぞれ個別に ai の値を大きくするよう
な選択をすることで ai が最大化されます。考慮するべき (e2, e3, e5, e7, e11, e13, e17) の値の組み合わせの数
は 9× 6× 4× 3× 3× 3× 3 = 17496 通りであるため、それらの一つ一つに対応する ai の最大値を求めるこ
とは時間内で十分に可能です。

*1 ARC 085（Code Festival 2017 の前の最後の ARC）の問題 E のことです。その問題では 6, 10 を “取って” 15 を取らないこ
とができましたが、この問題ではできません。
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I: Nice to Meet You

ヒント 否定しましょう。最初に限らず。

解法 この説明では、計算の途中過程でも有理数の値を持つ確率を直接取り扱います。q が 109 + 7 と互い
に素であるような有理数 p

q は、qr ≡ p (mod 109 + 7) を満たす整数 r で表すことで整数として扱うことがで
きます。このとき、r の値は pq−1 として求められます（q−1 は q のモジュラ逆数です）。

高橋くんと低橋くんが同じ島に移動できる確率を直接求めようとすると、「高橋くんがある島 X に移動で
きるか」という事象と「低橋くんがその島 X に移動できるか」という事象が独立でないため困難です。しか
し、二人が同じ島に移動できない確率を求めて 1 から引くことにすると、二人についてほぼ個別に考えること
ができるようになります。高橋くんが移動することのできる島の集合（島 1 を含む）を A、低橋くんが移動
することのできる島の集合（島 2 を含む）を B とすると、A ∩ B = ∅ となる確率を求めることになります。
そのような (A,B) の値の組み合わせは 3N−2 通り存在し（この中には決して発生しないものも多く含まれま
す）、このそれぞれに対してそれが発生する確率を求めれば、それらの和が求めたい確率となります。

以下では、島を頂点、業者を辺に見立て、それらが形成するネットワークを無向または有向グラフとみなし
ます。A の要素 a と B の要素 b の組であって a と b が辺で直接結ばれるようなものが存在する場合、a か
ら b への移動か b から a への移動が可能となるため、そのような組 (A,B) は決して発生しません。逆に、こ
の条件が満たされない場合、組 (A,B) は確率 pAqB(

1
2 )

EA+EB で発生します。ここで、pA は A に含まれる
すべての頂点に頂点 1 から A に含まれない頂点を経由せずに到達できる確率、qB は B に含まれるすべての
頂点に頂点 2 から B に含まれない頂点を経由せずに到達できる確率、EA は A に含まれる頂点と A に含ま
れない頂点を結ぶ辺の数、EB は B に含まれる頂点と B に含まれない頂点を結ぶ辺の数です。この確率は
pA または qB が 0 であるときは 0 となることに注意してください。

残る課題は、A,B のそれぞれの値に対して確率 pA, qB を求めることです。以下では pA について議論
します（pB も同様に求まります）。これは、再び余事象を考えることで動的計画法により求められます。
A = {1, a1, a2, . . . , a|A|−1} とすると、pA = 1−

∑
A′⊊A,1∈A′ pA′( 12 )

FA′,A となります。ここで FA,A′ は、集
合 A′ に含まれる頂点と、A′ に含まれないものの A には含まれる頂点を結ぶ辺の数です。

以上から、適切な前計算により問題の解を O(3N ) 時間で求めることができます。これより多少遅い実装に
も勝機は十分にあるでしょう。
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J: Indifferent

ヒント 正統的な難問を期待されていたのなら申し訳ありませんが、実験してみましょう。

解法 市場価格が等しい壺が複数存在することがありますが、それらの壺の市場価格に極めて小さな差があ
るとみなしても差し支えはなく、すべての壺の価格が異なるものとして考えることができます。問題文中の
「最適な戦略」とは、ただ単に残っている壺の中で市場価格が最も高い壺を毎回選ぶことに他なりません。こ
の戦略をとった場合に、i 番目に市場価格が高い壺 (1 ≤ i ≤ 2N) を取ることになる確率を qi とし、その壺の
価格を si とします。このとき、求めたい期待値は

∑
1≤i≤2N qisi となります。

結論を述べると、qi =
2N−i
2N−1 となります。これは、N = n の場合の qi の値を rn,i とおくと、n ≥ 2 のと

き rn,1 = 1, rn,i =
2N−i
2N−1rn−1,i−1 +

i−2
2N−1rn−1,i−2 (i ≥ 2,ただし便宜上 rn,0 = 0 (n ≥ 1)とする) となるこ

とから、数学的帰納法により示されます。
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Code Festival 2017 Relay Editorial (English)

by evima

November 26, 2017

A: Kaiden

Hint The answer is always odd. Also, the answer for the case A ≤ B may not be always −1.

Solution Notice that, assuming Hikuhashi will become Kaiden someday, the contest after which his

rating reaches K or higher for the first time, is always his odd-number-th contest. (Since the rating will

drop in even-number-th contests, he will never become Kaiden for the first time after those.)

Just after the first contest, his rating will be A. Thus, if A ≥ K, the answer is 1, regardless of the

value of B. Afterwards, his rating will increase by A − B on balance in every two contests. Therefore,

the answer for the case A < K is −1 if A ≤ B, and 1 + 2⌊K−A
A−B ⌋ if A > B. (⌊x⌋ denotes the largest

integer not greater than x.)
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B: Evergrowing Tree

Hint Actually, there’s no need to optimize something to fit in time. Watch the case N = 1, though.

Solution Whether N = 1 or not matters a lot. If N = 1, the answer for each query is just vi, the

smaller of vi and wi.

If N ≥ 2, the number of vertices in each “row” in the tree increases exponentially. Thus, for each

query, even if we just naively trace the parents of vi and wi to find the LCA, the number of times we

traverse an edge is O(logwi), which is small enough. Specifically, we can find the LCA by first setting

a = vi, b = wi, then repeating the following until a = b: “replace the larger of a and b with its parent.”

(This is because the vertex with the larger index is never in a upper row.) The remaining task is how

to actually find the parent of a given vertex. In conclusion, it can be shown that the parent of Vertex

x (x ≥ 2) is Vertex ⌊x+N−2
N ⌋. (⌊x⌋ denotes the largest integer not greater than x.) If you did not find

this, you would need to calculate the exact positions of vi and wi (vertical and horizontal).
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C: Garden

Hint In case you are relatively new to “this world” and not familiar with binary search, it is most likely

necessary to refer to some documents.

Solution The K-th flower from the west, is the westmost flower such that there are K or more flowers

to the west of it (including itself and the flowers at the same position). Thus, we can find its position

with binary search if, for a given position P , we can determine whether there are K or more flowers to

the west of P .

To do it, we can find the specific number of flowers to the west of P . For each kind of flower i

(1 ≤ i ≤ N), the number of Flower i to the west of P can be found in constant time. Thus, by summing

them up, the decision can be done in O(N) time, but note that the sum may not fit into a 64-bit integer.

Therefore, the answer can be found in O(N log(wmax +Kdmax)) time in total.
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D: Shock

Hint In the end, we will connect all the connected components to either Vertex 1 and 2 and then add

as many edges as possible.

Solution After we are done with the operation, the graph should only contain the connected component

with Vertex 1 (we will call it C1) and the connected component with Vertex 2 (we will call it C2). This is

because, otherwise, some vertices belong to neither C1 nor C2, and we can add more edges by connecting

those vertices to Vertex 1 or 2. Furthermore, after the operations, any two vertices in C1 should be directly

connected by an edge, and the same goes for C2. This is because, otherwise, we can add more edges by

connecting two vertices that belong to the same connected component but are not directly connected.

The number of edges in the final graph that satisfies these two condition is N1(N1−1)
2 + N2(N2−1)

2 , where

N1 and N2 are the numbers of the vertices in C1 and C2, respectively. Below, we will denote this value

by f(N1, N2).

The essential purpose of this problem is to maximize f(N1, N2) by deciding whether each connected

component in the initial graph should belong to C1 or C2. One solution is to find all possible pairs of

values of (N1, N2) with DP accelerated by bit-parallel processing, and compute f(N1, N2) for each of

them. Another solution is to use the property of f that, the smaller the value min(N1, N2), the larger

the value f(N1, N2) under the situation of this problem where N1 + N2 is constant (N). Let M1 and

M2 be the numbers of vertices in the connected components with Vertex 1 and 2 in the initial graph,

respectively, and B1 and B2 be those connected components. It follows that, if M1 < M2, it is optimal

to merge all the connected components except B1 and B2 with B2, and otherwise it is optimal to merge

all those components with B1.
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E: White and Blue

Hint It may be easier if limited to the case P = 50. After solving this case, it’s almost done.

Solution The condition for the bill to pass is W
W+B ≥ P

100 , where W is the number of white ballets in

the box and B is the number of blue ballets. This can be transformed into (100−P )W −PB ≥ 0. Thus,

if we define the score of one white ballet as 100 − P , and the score of one blue ballet as −P , the bill

passes if and only if the sum of the scores of the ballets in the box (let this sum be S) is 0 or greater.

When all N members vote against the bill, S = −
∑

biP . If Member i (1 ≤ i ≤ N) switches sides and

vote for the bill instead, S will be increased by wi(100−P )+ biP in balance (let this value be xi). Thus,

by sorting the members in decreasing order of xi and sequentially turning sides of the members one by

one, we can know the minimum number of members in favor of the bill required for passage.
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F: Capture

Hint Fix the right end and find the optimal left end. We want to combine the two factors.

Solution There should be a beast at both ends of the net L,R. This is because, otherwise, we can

capture the same set of beasts with a shorter net. Thus, instead of directly choosing the values of L,R,

we will select two (possibly same) beasts l, r (1 ≤ l ≤ r ≤ N) and throw a net covering the range [xl, xr]

for the maximum profit P :=
∑

l≤i≤r pi − (xr − xl).

Here, for each i such that 1 ≤ i ≤ N , we define the following two values ai := (
∑

1≤i≤i pi) − xi and

bi := (
∑

1≤i≤i−1 pi)−xi. Then, P = ar − bl. Thus, when we fix the value of r, we should select l so that

bl is minimized in the range 1 ≤ l ≤ r. Those optimal choices can be effectively found by sequentially

computing min1≤j≤i bj for every i such that 1 ≤ i ≤ N . Thus, the answer can be found in linear time

by trying all N candidates of the value of r.
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G: Coinage

Hint If one is a prefix of the other, it does not matter much which is lexicographically smaller.

Solution Below, we will denote the string obtained by concatenating strings a and b in this order by

a+ b, and the string obtained by concatenating n copies of a by a× n.

Let cs, ct be the number of copies of s, t used to generate a string of length L, then L = cs|s| + ct|t|.
From the constraints, there exist at least one pair (cs, ct) that satisfies this formula. Let (x, y) be one of

them, and let us consider the lexicographically smallest string of length L that can be generated when x

copies of s and y copies of t are used. In conclusion, the smallest string is s× x+ t× y if s+ t < t+ s,

and t × y + s × x otherwise. We will discuss the case s + t < t + s. For a string that can be generated

other than s× x+ t× y, there is always a position where s follows immediately after t. By swapping t

and s there, we can obtain a lexicographically smaller string. Thus, a string other than s× x+ t× y is

not the lexicographically smallest, and therefore s×x+ t×y is the smallest. The other cases are similar.

We found the optimal solution for fixed values of (cs, ct). Below, we will assume that s+t < t+s (for the

other cases, swap s and t). Let the possible values of (cs, ct) be (cs, ct) = (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xK , yK)

in increasing order of cs. For each i such that 1 ≤ i ≤ K, the lexicographically smallest string when

(cs, ct) = (xi, yi) is s×xi+t×yi (let this string be ui), and the answer is the smallest among u1, u2, . . . , uK .

Here, for each 1 ≤ i ≤ K−1, xi+1 = xi+
|t|

gcd(|s|,|t|) , yi+1 = yi− |s|
gcd(|s|,|t|) hold, and the inequality ui < ui+1

is equivalent to t× |s|
gcd(|s|,|t|) < s× |t|

gcd(|s|,|t|) . Thus, if t×
|s|

gcd(|s|,|t|) < s× |t|
gcd(|s|,|t|) , the smallest among

u1, u2, . . . , uK is u1, and otherwise, the smallest is uK . To solve the problem, it is enough to compare

these two and print the smaller (actually we do not need to do it, since the answer is always uK).
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H: Akashic Records

Hint It might look reckless, but the solution is almost brute force. By the way, this problem is different

from the one in a recent contest. (Continued to footnote, since it contains a small spoiler)*1

Solution Let us search for i that maximizes ai in the sequence a1, a2, . . . after all the operations.

Since we do not need to consider values i with a prime factor greater than 300, we can safely let

i = 2e23e35e5 . . . 293e293 (293 is the largest prime not greater than 300). Furthermore, we do not need to

consider i that is a multiple of pa where pa > 300, so it is enough to consider only the ones that satisfy

the conditions 0 ≤ e2 ≤ 8, 0 ≤ e3 ≤ 5, 0 ≤ e5 ≤ 3, . . . , 0 ≤ e293 ≤ 1.

There are still too many candidates to consider, but notice that an integer with two or more prime fac-

tors greater than
√
300, is greater than 300. In the situation where the values of e2, e3, e5, e7, e11, e13, e17

are already decided, the choices of the values of e19, e23, . . . , e293 (0 or 1 for each) does not interact each

other, so ai will be maximized by independently make the choices that lead to a greater value of ai.

There are 9× 6× 4× 3× 3× 3× 3 = 17496 combinations of values of (e2, e3, e5, e7, e11, e13, e17) that need

to be considered, so there is enough time to find the maximum ai for each of them.

*1 We are talking of Problem E in ARC 085, the last ARC before Code Festival 2017. In that problem, it was possible

to “take” 6, 10 and not to take 15, but in this problem it is not possible.

18



I: Nice to Meet You

Hint Negate it. Not only in the beginning.

Solution In this explanation, we will directly deal with probabilities with rational values. A rational

number p
q where q is coprime with 109 + 7 can be treated as an integer by representing it as the integer

r such that qr ≡ p (mod 109 + 7). Here, r can be found as pq−1 (q−1 is the modular inverse of q.)

It is hard to directly find the probability that Takahashi (T) and Hikuhashi (H) can move to the

same island, since the events “T can move to an island X” and “H can move to the island X” are not

independent. However, if we first find the probability that T and H cannot move to the same island

and subtract it from 1, we can consider the situation for the two almost separately. Let A be the set

consisting of the islands that T can move to (including Island 1), and B be the set consisting of the

islands that H can move to (including Island 2). We want to find the probability such that A ∩ B = ∅.
There are 3N−2 such combinations of values of (A,B) (many of which will never occur), and if we find

the probability of occurrence of each, the sum of them is the answer.

Below, we will regard the network formed by islands and agents as undirected or directed graph by

seeing islands as vertices and agents as edges. If there exists a pair of an element a in A and an element

b in B such that a and b are directly connected by an edge, it will be possible to move from a to b or b to

a, so such an pair (A,B) will never occur. On the other hand, if this condition is not satisfied, the pair

(A,B) occurs with probability pAqB(
1
2 )

EA+EB . Here, pA (qB) is the probability that every vertex in A

(B) is reachable from vertex 1 (2) without visiting an vertex not in A (B), and EA (EB) is the number

of edges that connect an vertex in A (B) and an vertex not in A (B). Note that this probability will be

0 when either pA or qB is 0.

The remaining task is to find the probability pA and pB for each value of A and B. We will discuss

pA below (pB can be found similarly). It can be found with DP by again considering complementary

events. Let A = {1, a1, a2, . . . , a|A|−1}, then pA = 1−
∑

A′⊊A,1∈A′ pA′( 12 )
FA′,A holds. Here, FA,A′ is the

number of edges that connect an vertex in the set A′ and an vertex not in A′ but in A.

Therefore, we can find the answer in O(3N ) time by proper pre-computations. A little slower imple-

mentation should stand a chance.
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J: Indifferent

Hint Sorry if you expect a legitimate hard problem, but do some experiments.

Solution There may be multiple pots with the same market price, but we can safely assume that there

are extremely small differences of prices between them, and no two pots have the same price. The

“optimal strategy” in the statement is merely to choose the most expensive remaining pots in each turn.

Let qi be the probability that the i-th most expensive pot (1 ≤ i ≤ 2N) becomes ours, and si be the

price of that pot. Here, the answer is
∑

1≤i≤2N qisi.

In conclusion, qi =
2N−i
2N−1 holds. This can be shown by induction, using the following fact. Let rn,i be

the value of qi when N = n. Then, for n ≥ 2, rn,1 = 1 and rn,i =
2N−i
2N−1rn−1,i−1 +

i−2
2N−1rn−1,i−2 (i ≥ 2;

let rn,0 = 0 (n ≥ 1) for convenience).
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